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はじめに

この章で説明する内容は、次のとおりです。

• 対象読者, xxix ページ

• マニュアルの構成, xxix ページ

• 表記法, xxx ページ

• 関連資料, xxxi ページ

• マニュアルの入手方法およびテクニカルサポート , xxxi ページ

対象読者
このガイドは、次の 1つ以上に責任と専門知識を持つデータセンター管理者を主な対象にしてい
ます。

•サーバ管理

•ストレージ管理

•ネットワーク管理

•ネットワークセキュリティ

マニュアルの構成
このドキュメントは、次の章で構成されています。

説明タイトル

CiscoUnified Computing System（CiscoUCS）について説明しています。Cisco Unified Computing
Systemの概要
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説明タイトル

Cisco UCSインスタンスに含まれるコンポーネントで使用される管理
サービスについて説明しています。

CiscoUCSManagerの概
要

Cisco UCS Managerのコマンドラインインターフェイス（CLI）につい
て説明しています。

Cisco UCS Manager CLI
の概要

CLIコマンドについて説明しています。コマンド

表記法
このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。

意味表記法

コマンド、キーワード、キーワード、GUI要素、および
ユーザが入力したテキストはboldフォントで表示されま
す。

boldフォント

マニュアルのタイトル、新規用語または重要な用語、値

を指定すべき引数は斜体のフォントで表示されます。

italicフォント

角カッコの中の要素は、省略可能です。[ ]

必須の代替キーワードは、波カッコ内にグループ化され、

垂直バーで区切られます。

{x | y | z}

どれか1つを選択できる省略可能なキーワードは、角カッ
コで囲み、縦棒で区切って示しています。

[x | y | z]

引用符を付けない一組の文字。ストリングの前後には引

用符を使用しません。引用符を使用すると、その引用符

も含めてストリングとみなされます。

ストリング

ターミナルセッションおよびシステムから表示される情

報は、courierフォントで表示されます。
courierフォント

パスワードのように出力されない文字は、山カッコで囲

んで示しています。

< >

システムプロンプトに対するデフォルトの応答は、角

カッコで囲んで示しています。

[ ]
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意味表記法

コードの先頭に感嘆符（!）またはポンド記号（#）があ
る場合には、コメント行であることを示します。

!、#

「注釈」です。（注）

「問題解決に役立つ情報」です。ヒント

「要注意」の意味です。この状況では、機器の損傷やデータの損失につながるような操作を

する可能性があります。

注意

ここで説明されている操作により時間を短縮できることを意味します。この段落で説明する

操作を実行すると、時間を節約することができます。

ワンポイントアドバイス

読者に対する警告を意味します。この状況では、身体に対する傷害につながるような操作を

する可能性があります。

警告

関連資料
CiscoUnifiedComputingSystem（CiscoUCS）に関するすべてのマニュアルを一覧にしたロードマッ
プは、次の URLから入手できます。

http://www.cisco.com/go/unifiedcomputing/b-series-doc

マニュアルの入手方法およびテクニカルサポート
マニュアルの入手方法、テクニカルサポート、その他の有用な情報について、次の URLで、毎
月更新される『What's New in Cisco Product Documentation』を参照してください。シスコの新規お
よび改訂版の技術マニュアルの一覧も示されています。

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html

『What's New in Cisco Product Documentation』は RSSフィードとして購読できます。また、リー
ダーアプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定するこ

ともできます。RSSフィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSSバージョン2.0をサポー
トしています。
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Cisco Unified Computing System の概要

この章の構成は、次のとおりです。

• Cisco Unified Computing Systemについて, 1 ページ

• ユニファイドファブリック, 3 ページ

• サーバのアーキテクチャおよび接続性, 4 ページ

• トラフィック管理, 25 ページ

• オプトイン機能, 31 ページ

• Cisco UCSのバーチャライゼーション, 33 ページ

Cisco Unified Computing Systemについて
Cisco Unified Computing System（Cisco UCS）は、アクセスレイヤネットワークとサーバを融合し
ます。この高性能次世代サーバシステムは、作業負荷に対する敏捷性およびスケーラビリティの

高いデータセンターを実現します。

ハードウェアコンポーネントおよびソフトウェアコンポーネントは、1つの統合ネットワークア
ダプタ上に複数のタイプのデータセンタートラフィックを通過させる、シスコのユニファイド

ファブリックをサポートします。

アーキテクチャの単純化

Cisco UCSのアーキテクチャを単純化することにより、必要なデバイスの数を削減し、スイッチ
ングリソースを中央に集中させることができます。シャーシ内部でのスイッチングを止めると、

ネットワークアクセスレイヤのフラグメンテーションが大きく減少します。

CiscoUCSは、ラック、またはラックのグループでシスコのユニファイドファブリックを実装し、
10ギガビットシスコデータセンターイーサネットリンクおよび Fibre Channel over Ethernet
（FCoE）リンク経由でイーサネットおよびファイバチャネルプロトコルをサポートします。
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この徹底的な単純化により、スイッチ、ケーブル、アダプタ、および管理ポイントの最高 3分の
2が削減されます。Cisco UCSインスタンス内のデバイスはすべて、1つの管理ドメインの下にと
どまり、冗長コンポーネントの使用中、ハイアベイラビリティを保ちます。

ハイアベイラビリティ

CiscoUCSの管理およびデータプレーンはハイアベイラビリティおよび冗長アクセスレイヤファ
ブリックインターコネクトのために設計されています。さらに、Cisco UCSは、データレプリ
ケーションやアプリケーションレベルのクラスタ処理テクノロジーなど、データセンターに対す

る既存のハイアベイラビリティおよび障害回復ソリューションをサポートします。

スケーラビリティ

1つの Cisco UCSインスタンスは複数のシャーシ、およびそのサーバをサポートします。これら
はすべて、1つの Cisco UCS Managerを通じて管理されます。スケーラビリティの詳細について
は、シスコの担当者にお問い合せください。

柔軟性

Cisco UCSインスタンスでは、データセンターのコンピューティングリソースを、急速に変化す
るビジネス要件にすばやく合せることができます。この柔軟性を組み込むかどうかは、ステート

レスコンピューティング機能の完全な実装が選択されているかどうかによって決定されます。

必要に応じて、サーバやその他のシステムリソースのプールを適用し、作業負荷の変動への対

応、新しいアプリケーションのサポート、既存のソフトウェアおよびビジネスサービスの拡張、

スケジュール済みのダウンタイムおよび予定されていないダウンタイムの両方への適応を行うこ

とができます。サーバの IDは、最小のダウンタイムで、追加のネットワーク設定を行わずにサー
バからサーバへ移動できるモバイルサービスプロファイルに抽象化することができます。

このレベルの柔軟性により、サーバの IDを変更したり、サーバ、Local Area Network（LAN;ロー
カルエリアネットワーク）、または Storage Area Network（SAN）を再設定したりせずに、すば
やく、簡単にサーバの容量を拡張することができます。メンテナンスウィンドウでは、次の操作

をすばやく行うことができます。

•予測していなかった作業負荷要求に対応し、リソースとトラフィックのバランスを取り戻す
ために新しいサーバを導入します。

•あるサーバでデータベース管理システムなどのアプリケーションをシャットダウンし、I/O
容量とメモリリソースを拡張した別のサーバでこれを再度起動します。

サーババーチャライゼーションに向けた最適化

Cisco UCSは、VN-Linkテクノロジーを実装するために最適化されています。このテクノロジー
は、より優れたポリシーベースの設定とセキュリティ、会社の運用モデルとの適合、VMwareの
VMotionへの順応など、サーババーチャライゼーションに対してより優れたサポートを実現しま
す。
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ユニファイドファブリック
ユニファイドファブリックを使用すると、単一のDataCenterEthernet（DCE;データセンターイー
サネット）ネットワーク上で複数の種類のデータセンタートラフィックを行き来させることがで

きます。さまざまな一連のホストバスアダプタ（HBA）およびネットワークインターフェイス
カード（NIC）をサーバに搭載させる代わりに、ユニファイドファブリックは統合された単一の
ネットワークアダプタを使用します。このタイプのアダプタは、LANおよび SANのトラフィッ
クを同一のケーブルで運ぶことができます。

CiscoUCSは、Fibre Channel over Ethernet（FCoE）を使用して、ファブリックインターコネクトと
サーバ間をつなぐ同一の物理イーサネット接続でファイバチャネルおよびイーサネットのトラ

フィックを運びます。この接続はサーバ上の統合されたネットワークアダプタで終端し、ユニ

ファイドファブリックはファブリックインターコネクトのアップリンクポートで終端します。

コアネットワークでは、LANおよびSANのトラフィックは分かれたままです。CiscoUCSでは、
データセンター全体でユニファイドファブリックを実装する必要はありません。

統合されたネットワークアダプタは、オペレーティングシステムに対してイーサネットインター

フェイスおよびファイバチャネルインターフェイスを提示します。サーバ側では、標準のファ

イバチャネル HBAを確認しているため、オペレーティングシステムは FCoEのカプセル化を認
識していません。

ファブリックインターコネクトでは、サーバ側イーサネットポートでイーサネットおよびファイ

バチャネルのトラフィックを受信します。（フレームを区別する Ethertypeを使用する）ファブ
リックインターコネクトは、2つのトラフィックの種類に分かれます。イーサネットフレームお
よびファイバチャネルフレームは、それぞれのアップリンクインターフェイスにスイッチされ

ます。

Fibre Channel over Ethernet
CiscoUCSは、Fibre Channel over Ethernet（FCoE）標準プロトコルを使用して、ファイバチャネル
を提供します。上部のファイバチャネルレイヤは同じであるため、ファイバチャネル動作モデ

ルが維持されます。 FCoEネットワーク管理と設定は、ネイティブのファイバチャネルネット
ワークと同様です。

FCoEは、物理イーサネットリンク上のファイバチャネルトラフィックをカプセル化します。
FCoEは専用のイーサタイプ 0x8906を使用して、イーサネット上でカプセル化されるため、FCoE
トラフィックと標準イーサネットトラフィックは同じリンク上で処理できます。 FCoEは ANSI
T11標準委員会によって標準化されています。

ファイバチャネルトラフィックには、ロスレストランスポートレイヤが必要です。ネイティブ

ファイバチャネルが使用するバッファ間クレジットシステムの代わりに、FCoEはイーサネット
リンクを使用して、ロスレスサービスを実装します。

ファブリックインターコネクト上のイーサネットリンクは、2つのメカニズムを使用して、FCoE
トラフィックのロスレストランスポートを保証します。

•リンクレベルフロー制御
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•プライオリティフロー制御

リンクレベルフロー制御

IEEE802.3xリンクレベルフロー制御では、輻輳の発生している受信側からエンドポイントに対し
て、少しの間、データの送信を一時停止するように信号を送ることができます。このリンクレベ

ルフロー制御では、リンク上のすべてのトラフィックが一時停止します。

送信方向と受信方向は別々に設定できます。デフォルトでは、どちらの方向についても、リンク

レベルフロー制御はディセーブルにされています。

各イーサネットインターフェイスで、ファブリックインターコネクトは、プライオリティフロー

制御、またはリンクレベルフロー制御のいずれかをイネーブルにできます。両方をイネーブルに

はできません。

プライオリティフロー制御

Priority Flow Control（PFC;プライオリティフロー制御）機能は、イーサネットリンク上の特定の
トラフィッククラスにポーズ機能を適用します。たとえば、PFCは FCoEトラフィックにロスレ
スサービスを、標準イーサネットトラフィックにベストエフォートサービスを提供します。PFC
は、（IEEE802.1pトラフィッククラスを使用して）特定のイーサネットトラフィッククラスに、
さまざまなレベルのサービスを提供することができます。

PFCは、IEEE 802.1pの CoS値に基づき、ポーズを適用するかどうかを判断します。ファブリッ
クインターコネクトは、PFCをイネーブルにするときに、特定のCoS値を持つパケットにポーズ
機能を適用するように、接続されたアダプタを設定します。

デフォルトでは、ファブリックインターコネクトは、PFC機能をイネーブルにするかどうかのネ
ゴシエーションを行います。このネゴシエーションに成功すると、PFCがイネーブルにされ、リ
ンクレベルのフロー制御は（設定内容に関係なく）ディセーブルのままになります。 PFCネゴシ
エーションに失敗した場合は、インターフェイスで強制的に PFCをイネーブルにするか、または
IEEE 802.xリンクレベルのフロー制御をイネーブルにすることができます。

サーバのアーキテクチャおよび接続性

サービスプロファイルの概要

サービスプロファイルは、Cisco UCSの中心的概念です。個々のサービスプロファイルには、
特別な目的、つまり関連するサーバハードウェアで、ホストするアプリケーションのサポートに

必要な設定が行われていることを保証する役割があります。

サービスプロファイルは、サーバハードウェア、インターフェイス、ファブリックの接続性、

サーバおよびネットワークの IDに関する設定情報を維持します。この情報は、CiscoUCSManager
を使って管理できる形式で保存されています。すべてのサービスプロファイルは、中央で一括

管理され、ファブリックインターコネクト上のデータベースに保存されます。

すべてのサーバは、サービスプロファイルに関連付ける必要があります。

   Cisco UCS Manager CLI コマンドリファレンスリリース 1.3(1)
4 OL-22880-03-J  

サービスプロファイルの概要

リンクレベルフロー制御



どのようなときでも、1台のサーバには、1つのサービスプロファイルだけを関連付けられ
ます。同様に、1つのサービスプロファイルは、一度にサーバ 1つだけに関連付けられま
す。

重要

サービスプロファイルとサーバとのアソシエーションを形成すると、このサーバにオペレーティ

ングシステムとアプリケーションをインストールできるようになります。また、サービスプロ

ファイルを使用して、サーバの設定を確認することができます。サービスプロファイルとのア

ソシエーションを形成しているサーバで不具合が発生しても、サービスプロファイルが自動的に

別のサーバにフェールオーバーすることはありません。

サービスプロファイルとサーバとのアソシエーションが解除されると、このサーバの IDおよび
接続情報は、工場出荷時のデフォルトにリセットされます。

サービスプロファイルを通じたネットワーク接続

各サービスプロファイルは、このサーバについて、Cisco UCSインフラストラクチャを経由して
外部ネットワークに接続する LANおよび SANネットワーク接続を指定します。 Cisco UCSサー
バおよびその他のコンポーネントについて、ネットワーク接続を手動で設定する必要はありませ

ん。すべてのネットワーク設定は、サービスプロファイルを通じて行われます。

サービスプロファイルをサーバに関連付けると、Cisco UCS内部ファブリックがサービスプロ
ファイルの情報を使って設定されます。このプロファイルが以前に別のサーバと関連付けられて

いた場合、ネットワークインフラストラクチャが再構成され、新しいサーバに対して同じネット

ワーク接続がサポートされます。

サービスプロファイルによる設定

サービスプロファイルはリソースプールとポリシーを利用して、サーバと接続設定を操作しま

す。

サービスプロファイルで設定されたハードウェアコンポーネント

サービスプロファイルがサーバに関連付けられているときには、プロファイルのデータに応じて

次のコンポーネントが設定されます。

• BIOSおよび CIMCを含むサーバ

•アダプタ

•ファブリックインターコネクト

これらのコンポーネントを直接設定する必要はありません。

サービスプロファイルによるサーバ ID 管理

製造元がサーバハードウェアに記録したネットワーク IDおよびデバイス IDを使用できます。あ
るいは、関連付けられたサービスプロファイルで指定した IDを直接またはMAC、WWN、UUID
などの IDプール経由で使用できます。
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次の例は、サービスプロファイルに含めることができる設定情報の方法を示しています。

•プロファイル名と説明

•一意のサーバ ID（UUID）

• MACアドレスなどの LAN接続アトリビュート

• WWNなどの SAN接続アトリビュート

サービスプロファイルで設定した操作面

次のように、サービスプロファイルで設定できるサーバ操作機能があります。

•ファームウェアパッケージとバージョン

•オペレーティングシステムブート順序と設定

• IPMIと KVMアクセス

サービスプロファイルによる vNIC 設定

vNICは物理ネットワークアダプタで設定される仮想化されたネットワークインターフェイスで
あり、サーバのオペレーティングシステムに物理 NICとして表示されます。システムのアダプ
タの種類によって、作成できる vNICの数は異なります。たとえば、統合ネットワークアダプタ
には NICが 2つあります。つまり、アダプタごとに最大 2つの vNICを作成できます。

vNICはイーサネット上で通信し、LANトラフィックを処理します。少なくとも、各 vNICには
名前、ファブリック接続、ネットワーク接続を設定する必要があります。

サービスプロファイルによる vHBA 設定

vHBAとは、物理ネットワークアダプタ上に設定される仮想化されたホストバスアダプタのこと
で、サーバのオペレーティングシステムには物理 HBAに見えます。システムのアダプタの種類
に応じて作成できる vHBAの数が決まります。たとえば、統合ネットワークアダプタには HBA
が 2つあります。つまり、アダプタごとに最大 2つの vHBAを作成できます。他方、ネットワー
クインターフェイスカードには HBAがありません。これは、アダプタで vHBAを作成できない
ことを意味します。

vHBAは FCoE上で通信し、SANトラフィックを処理します。少なくとも、各 vHBAには名前と
ファブリック接続を設定する必要があります。

サーバ ID を上書きするサービスプロファイル
このタイプのサービスプロファイルにより、柔軟性と制御性が最大化されます。このプロファ

イルでは、アソシエーション時にサーバに設定されていた ID値を上書きし、Cisco UCS Manager
で設定されたリソースプールとポリシーを使用して一部の管理タスクを自動化できます。

このサービスプロファイルとあるサーバのアソシエーションを解除し、別のサーバにアソシエー

ションすることができます。この再アソシエーションは手動で行うこともできますし、自動サー

バプールポリシーを通じて行うこともできます。 UUIDやMACアドレスなど、新しいサーバの
工場出荷時の設定は、サービスプロファイルでの設定で上書きされます。その結果、サーバで
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の変更はネットワークには透過的に行われます。新しいサーバの使用を開始するために、ネット

ワークでコンポーネントやアプリケーションを再設定する必要はありません。

このプロファイルにより、次のようなリソースプールやポリシーを通じて、システムリソースを

利用し、管理できるようになります。

• MACアドレスのプール、WWNアドレス、UUIDなどの仮想 ID情報

•イーサネットおよびファイバチャネルアダプタプロファイルポリシー

•ファームウェアパッケージポリシー

•オペレーティングシステムブート順序ポリシー

サーバ ID を継承するサービスプロファイル
このハードウェアベースのサービスプロファイルは使用も作成も簡単です。このプロファイル

は、サーバのデフォルト値を使用して、ラックマウント型サーバの管理を模倣します。これは特

定のサーバに関連付けられているため、別のサーバには移動できません。

このサービスプロファイルを使用するために、プールや設定ポリシーを作成する必要はありませ

ん。

このサービスプロファイルは、アソシエーション時に存在する次のような ID情報および設定情
報を継承し、適用します。

• 2つの NICのMACアドレス

•統合ネットワークアダプタまたは仮想インターフェイスカードについては、2つの HBAの
WWNアドレス

• BIOSバージョン

•サーバの UUID

このプロファイルをサーバに関連付ける前に、製造元でサーバのハードウェアに設定された値

が変更された場合、このサービスプロファイルを通じて継承されたサーバの IDおよび設定情
報は、この値とは異なる可能性があります。

重要

サービスプロファイルテンプレート

サービスプロファイルテンプレートを使用して、vNICや vHBAの個数などの同じ基本パラメー
タ、および同じプールから取得された ID情報を使ってすばやく複数のサービスプロファイルを
作成できます。
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既存のサービスプロファイルに類似した値を持つサービスプロファイルが 1つだけ必要で
ある場合は、サービスプロファイルを Cisco UCS Manager GUIでクローニングすることがで
きます。

ヒント

たとえば、データベースソフトウェアをホストするサーバの設定に、類似した値を持つ数個の

サービスプロファイルが必要である場合、手動、または既存のサービスプロファイルから、

サービスプロファイルテンプレートを作成できます。その後、このテンプレートを使用して、

サービスプロファイルを作成します。

Cisco UCSでは、次のタイプのサービスプロファイルテンプレートがサポートされています。

初期テンプレートから作成されたサービスプロファイルはテンプレートのプ

ロパティをすべて継承します。しかし、プロファイルの作成後は、テンプレー

Initial template

トへの接続が失われます。このテンプレートから作成された 1つ以上のプロ
ファイルを変更する必要がある場合は、これらのプロファイルを個別に変更す

る必要があります。

アップデートテンプレートから作成されたサービスプロファイルはテンプ

レートのプロパティをすべて継承し、そのテンプレートへの接続をそのまま保

Updating
template

持します。アップデートテンプレートを変更すると、このテンプレートから

作成されたサービスプロファイルが自動的にアップデートされます。

ポリシー

ポリシーは、ある特定の状況で、Cisco UCSコンポーネントがどのように動作するかを決定しま
す。大半のポリシーで複数のインスタンスを作成することができます。たとえば、サーバに応じ

て、PXEブート、SANブート、ローカルストレージからのブートを使い分けられるように、異な
るブートポリシーが必要になる場合があります。

ポリシーにより、システム内で機能を区別することができます。対象に関する専門家は、その対

象に関する専門知識を持たない何者かにより作成されたサービスプロファイルで使用されるポ

リシーを定義できます。たとえば、LANアドミニストレータは、そのシステムのアダプタポリ
シー、およびQuality Of Serviceポリシーを作成できます。その後、これらのポリシーは、LAN管
理に関する専門的な知識を持たない、または知識が限定されている何者かによって作成された

サービスプロファイルで使用できます。

Cisco UCS Managerでは、次の 2つのタイプのポリシーを作成し、使用できます。

•サーバおよびその他のコンポーネントを設定する設定ポリシー

•特定の管理、モニタリング、およびアクセス制御機能を制御する操作ポリシー
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設定ポリシー

ブートポリシー

ブートポリシーにより決定されることは次のとおりです。

•ブートデバイスの設定

•サーバのブート元である場所

•ブートデバイスの起動順序

たとえば、ローカルディスクや CD-ROM（VMedia）などのローカルデバイスから関連するサー
バを選択するか、または SANブートもしくは LAN（PXE）ブートを選択することができます。

このポリシーはサービスプロファイルに組み込む必要があります。また。このサービスプロファ

イルを有効にするには、サーバに関連付ける必要があります。サービスプロファイルにブート

ポリシーをインクルードしなかった場合、サーバは BIOSのデフォルト設定を使用して、ブート
順序を決定します。

ブートポリシーに対する変更は、そのブートポリシーをインクルードしている、更新中のサー

ビスプロファイルテンプレートを使って作成されたすべてのサーバに伝播されます。 BIOS
にブート順序情報を再書き込みするためのサービスプロファイルとサーバとの再アソシエー

ションは自動的にトリガされます。

重要

ガイドライン

ブートポリシーを作成する場合、ブートポリシーに次の 1つ以上を追加し、ブート順序を指定す
ることができます。

説明ブートタイプ

Storage Area Network（SAN）上のオペレーティングシステム
イメージからブートします。プライマリおよびセカンダリSAN

SANブート

ブートを指定できます。プライマリブートが失敗した場合、

サーバはセカンダリからのブートを試行します。

システムに最高のサービスプロファイルモビリティを提供す

る SANブートの使用を推奨します。 SANからブートした場
合、あるサーバから別のサーバにサービスプロファイルを移

動すると、移動後のサーバは、まったく同じオペレーティング

システムイメージからブートします。したがって、ネットワー

クからは、この新しいサーバはまったく同じサーバと認識され

ます。
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説明ブートタイプ

中央集中型プロビジョニングサーバからブートします。これ

は、このサーバから、別のサーバ上にオペレーティングシス

テムをインストールするためによく使用されます。

LANブート

サーバにローカルディスクがついている場合、そのドライブ

からブートします。

ローカルディスクブート

Cisco UCS Managerでは、ローカルドライブのタイ
プを区別しません。オペレーティングシステムが複

数のローカルドライブにインストールされている場

合や内蔵 USBドライブ（eUSB）にインストールさ
れている場合、サーバがブートドライブとしてどの

ローカルドライブを使用するのか指定できません。

（注）

サーバへの物理 CD-ROMディスク（読み取り専用）、または
フロッピーディスク（読み取りと書き込み）の挿入を模倣し

仮想メディアブート

ます。これは通常、サーバ上にオペレーティングシステムを

手動でインストールする場合に使用されます。

デフォルトのブート順序は次のとおりです。（注）

1 ローカルディスクブート

2 LANブート

3 仮想メディアの読み取り専用ブート

4 仮想メディアの読み取りと書き込みブート

シャーシディスカバリポリシー

このディスカバリポリシーは、新しいシャーシが追加されたときのシステムの反応を決定しま

す。 Cisco UCS Managerは、シャーシディスカバリポリシー内の設定を使用して、シャーシと
ファブリックインターコネクト間のリンク数の最小しきい値を決定します。ただし、シャーシ

ディスカバリポリシー内の設定に関わらず、Cisco UCSインスタンス内で複数のシャーシをファ
ブリックインターコネクトに接続し、リンク数の異なるシャーシを配線できます。

配線されるリンク数がそれぞれ 1つ、2つ、4つのシャーシが Cisco UCSインスタンス内に存在す
る場合、CiscoUCSManagerがすべてのシャーシを検出できるように、インスタンス内の最小リン
ク数に合わせてシャーシディスカバリポリシーを設定することを推奨します。初回の検出後、

設定よりも配線されるリンク数が多いシャーシを再認識させると、すべての使用可能なリンクを

シャーシが使用するように Cisco UCS Managerによって設定されます。
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Cisco UCS Managerは、シャーシディスカバリポリシーで設定されたリンク数よりも、配線され
るリンク数が少ないシャーシを検出できません。たとえば、シャーシディスカバリポリシーが

リンク数4で設定されている場合、CiscoUCSManagerは配線されるリンク数が1または2のシャー
シを検出できません。シャーシを再認識させても、この問題は解決されません。

次の表は、複数のシャーシで構成された Cisco UCSインスタンスにおけるシャーシディスカバリ
ポリシーの動作の概要を示しています。

表 1：シャーシディスカバリポリシーとシャーシのリンク

シャーシディスカバリ

ポリシーのリンク数が
4

シャーシディスカバリ

ポリシーのリンク数が
2

シャーシディスカバリ

ポリシーのリンク数が
1

シャーシで配線される

リンク数

シャーシは Cisco UCS
Managerで検出され

シャーシは Cisco UCS
Managerで検出され

シャーシは Cisco UCS
Managerで検出され、

IOMとファブリック
インターコネクト間で

1つのリンクが存在 ず、Cisco UCSインス
タンスに追加されませ

ん。

ず、Cisco UCSインス
タンスに追加されませ

ん。

配線されるリンク数が

1のシャーシとして
Cisco UCSに追加され
ます。

シャーシは Cisco UCS
Managerで検出され

シャーシは Cisco UCS
Managerで検出され、

シャーシは Cisco UCS
Managerで検出され、

IOMとファブリック
インターコネクト間で

2つのリンクが存在 ず、Cisco UCSインス
タンスに追加されませ

ん。

配線されるリンク数が

2のシャーシとして
Cisco UCSに追加され
ます。

配線されるリンク数が

1のシャーシとして
Cisco UCSに追加され
ます。

初回の検出の後に

シャーシを再認識させ

ると、Cisco UCS
Managerで再認識さ
れ、追加のリンクが使

用されます。

シャーシは Cisco UCS
Managerで検出され、

シャーシは Cisco UCS
Managerで検出され、

シャーシは Cisco UCS
Managerで検出され、

IOMとファブリック
インターコネクト間で

4つのリンクが存在 配線されるリンク数 4
のシャーシとしてCisco
UCSに追加されます。

配線されるリンク数が

2のシャーシとして
Cisco UCSに追加され
ます。

配線されるリンク数が

1のシャーシとして
Cisco UCSに追加され
ます。

初回の検出の後に

シャーシを再認識させ

初回の検出の後に

シャーシを再認識させ

ると、Cisco UCSると、Cisco UCS
Managerで再認識さManagerで再認識さ
れ、追加のリンクが使

用されます。

れ、追加のリンクが使

用されます。
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ダイナミック vNIC 接続ポリシー
このポリシーでは、VMおよびダイナミック vNIC間のVN-link接続の設定方法が定義されます。
VMがインストール済みでダイナミック vNICが設定された仮想インターフェイスカードアダプ
タを使用しているサーバを含む Cisco UCSインスタンスには、このポリシーが必要です。

各ダイナミックvNIC接続ポリシーには、アダプタポリシーが含まれている必要があり、ポリシー
を含むサービスプロファイルに関連付けられた任意のサーバに対して設定できる vNICの数を指
定する必要があります。

イーサネットおよびファイバチャネルアダプタポリシー

このようなポリシーは、アダプタのトラフィック処理方法など、ホスト側のアダプタの動作を制

御します。たとえば、このようなポリシーを使用して、次のデフォルト設定を変更できます。

•キュー

•割り込み処理

•パフォーマンス拡張

• RSSハッシュ

• 2つのファブリックインターコネクトによるクラスタ構成におけるフェールオーバー

ファイバチャネルアダプタポリシーの場合は、Cisco UCS Managerで表示される値が QLogic
SANsurferなどのアプリケーションで表示される値と一致しない場合があります。たとえば、
次の値は、SANsurferと Cisco UCS Managerで明らかに異なる場合があります。

（注）

•ターゲットごとの最大 LUN：SANsurferの最大 LUNは 256であり、この数値を超える値
は表示されません。 Cisco UCS Managerでサポートされている最大 LUN数はこれよりも
大きくなっています。

•リンクダウンタイムアウト：SANsurferでは、リンクダウンのタイムアウトしきい値を
秒単位で設定します。CiscoUCSManagerでは、この値をミリ秒で設定します。したがっ
て、Cisco UCS Managerで 5500ミリ秒と設定された値は、SANsurferでは 5秒として表示
されます。

•最大データフィールドサイズ：SANsurferで許可される値は 512、1024、および 2048で
す。 Cisco UCS Managerでは、任意のサイズの値を設定できます。したがって、Cisco
UCS Managerで 900と設定された値は、SANsurferでは 512として表示されます。

オペレーティングシステム固有のアダプタポリシー

デフォルトでは、Cisco UCSは、イーサネットアダプタポリシーとファイバチャネルアダプタ
ポリシーのセットを提供します。これらのポリシーには、サポートされている各サーバオペレー

ティングシステムにおける推奨設定が含まれています。オペレーティングシステムはこれらの

   Cisco UCS Manager CLI コマンドリファレンスリリース 1.3(1)
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ポリシーに影響されます。通常、ストレージベンダーはデフォルト以外のアダプタ設定を要求し

ます。ベンダーが提供しているサポートリストで必須設定の詳細を確認できます。

該当するオペレーティングシステムには、これらのポリシーの値を使用することを推奨しま

す。シスコのテクニカルサポートで指示されない限り、デフォルトのポリシーの値は変更し

ないでください。

ただし、（デフォルトのWindowsのアダプタポリシーを使用する代わりに）Windows OSの
イーサネットアダプタポリシーを作成する場合は、次の式を使用してWindowsで動作する値
を計算します。

重要

完了キュー =送信キュー +受信キュー
割り込み回数 = (完了キュー + 2)以上である 2のべき乗の最小値

たとえば、送信キューが 1で受信キューが 8の場合、

完了キュー = 1 + 8 = 9
割り込み回数 = (9 + 2)以上の 2のべき乗の最小値 = 16

ホストファームウェアパッケージ

このポリシーでは、ホストファームウェアパッケージ（ホストファームウェアパック）を構成

するファームウェアバージョンのセットを指定することができます。ホストファームウェアに

は次のサーバおよびアダプタエンドポイントが含まれています。

• Adapter Firmware Packages

• Storage Controller Firmware Packages

• Fibre Channel Adapters Firmware Packages

• BIOS Firmware Packages

• HBA Option ROM Packages

• Board Controller Packages

同じホストファームウェアパッケージに複数のファームウェアを含めることができます。た

とえば、1つのホストファームウェアパッケージで BIOSファームウェアとストレージコン
トローラファームウェアの両方を使用したり、異なる 2つのアダプタのモデル用のアダプタ
ファームウェアを使用することができます。ただし、同じ種類、ベンダー、モデル番号に対

しては 1つのファームウェアバージョンしか使用できません。システムはエンドポイントで
必要なファームウェアバージョンを認識し、それ以外のファームウェアバージョンは無視し

ます。

ヒント

ファームウェアパッケージは、このポリシーが含まれるサービスプロファイルに関連付けられた

すべてのサーバにプッシュされます。
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このポリシーにより、同じポリシーを使用しているサービスプロファイルが関連付けられている

すべてのサーバでホストファームウェアが同一となります。したがって、サービスプロファイ

ルをあるサーバから別のサーバに移動した場合でも、ファームウェアバージョンはそのまま変わ

りません。さらに、ファームウェアパッケージのエンドポイントのファームウェアバージョン

を変更した場合、その影響を受けるサービスプロファイルすべてに新しいバージョンが適用され

ます。この結果、サーバがリブートされることがあります。

このポリシーはサービスプロファイルに組み込む必要があります。また。このサービスプロファ

イルを有効にするには、サーバに関連付ける必要があります。

前提条件

このポリシーは他のどのポリシーにも依存していません。しかし、ファブリックインターコネク

トに適切なファームウェアがダウンロードされていることを確認する必要があります。CiscoUCS
Managerによりサーバとサービスプロファイルのアソシエーションが実行される際にファームウェ
アイメージが使用できない場合、Cisco UCS Managerはファームウェアのアップグレードを無視
し、アソシエーションを終了します。

IPMI アクセスプロファイル
このポリシーでは、IPアドレスを使用して、IPMIコマンドを直接サーバに送信できるかどうかを
決定することができます。たとえば、CIMCからセンサデータを取得するためのコマンドを送信
することができます。このポリシーは、サーバでローカルに認証可能なユーザ名とパスワードを

含む IPMIアクセス、およびこのアクセスが読み取り専用か、読み取りと書き込みであるかを定義
します。

このポリシーはサービスプロファイルに組み込む必要があります。また。このサービスプロファ

イルを有効にするには、サーバに関連付ける必要があります。

ローカルディスク設定ポリシー

このポリシーは、ローカルドライブのオンボード RAIDコントローラを通じて、サーバ上にイン
ストールされているオプションのSASローカルドライブを設定します。このポリシーでは、ロー
カルディスク設定ポリシーをインクルードしているサービスプロファイルに関連付けられたすべ

てのサーバに対してローカルディスクモードを設定できます。

ローカルディスクモードには次のものがあります。

• AnyConfiguration：変更なしのローカルディスク設定を転送するサーバ設定で使用します。

• NoLocal Storage：ディスクレスサーバまたは SAN専用の設定で使用します。このオプショ
ンを選択する場合、このポリシーを使用する任意のサービスプロファイルを、ローカルディ

スクを持つサーバに関連付けることができません。

• NoRAID：RAIDを削除し、ディスクMBRおよびペイロードを変更しない状態のままにする
サーバ設定で使用します。

• RAID 1Mirrored：データが 2つのディスクに書き込まれ、1つのディスクで障害が発生した
場合に完全なデータ冗長性を提供します。最大アレイサイズは、2つのドライブの小さい方
の空き容量に等しくなります。
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• RAID10 Mirrored and Striped：RAID 10はミラー化されたディスクのペアを使用して、完全
なデータ冗長性と高いスループットレートを提供します。

• RAID 0 Stripes：データはアレイのすべてのディスクにストライプ化され、高速スループッ
トを提供します。データの冗長性はなく、いずれかのディスクで障害が発生すると、すべて

のデータが失われます。

• RAID 6 Stripes Dual Parity：データはアレイのすべてのディスクにストライプ化され、2つ
のパリティディスクを使用して、最大 2つの物理ディスクの障害に対する保護を提供しま
す。データブロックの各行に、2セットのパリティデータが格納されます。

• RAID5StripedParity：データはアレイのすべてのディスクにストライプ化されます。各ディ
スクの容量の一部に、ディスクの障害発生時にデータの再構築に使用できるパリティ情報が

格納されます。 RAID 5は、高い読み取り要求レートで、アプリケーションに適切なデータ
スループットを提供します。

このポリシーはサービスプロファイルにインクルードする必要があります。また。このポリシー

を有効にするには、サーバに関連付ける必要があります。

管理ファームウェアパッケージ

このポリシーでは、管理ファームウェアパッケージ（管理ファームウェアパック）を構成する

ファームウェアバージョンのセットを指定することができます。管理ファームウェアパッケー

ジには、サーバの Cisco Integrated Management Controller（CIMC）が含まれています。 CIMCを直
接アップグレードする場合は、このパッケージを使用する必要はありません。

ファームウェアパッケージは、このポリシーが含まれるサービスプロファイルに関連付けられた

すべてのサーバにプッシュされます。このポリシーにより、同じポリシーを使用しているサービ

スプロファイルに関連付けられているすべてのサーバで CIMCファームウェアが同一となりま
す。したがって、サービスプロファイルをあるサーバから別のサーバに移動した場合でも、ファー

ムウェアバージョンはそのまま変わりません。

このポリシーはサービスプロファイルに組み込む必要があります。また。このサービスプロファ

イルを有効にするには、サーバに関連付ける必要があります。

このポリシーは他のどのポリシーにも依存していません。しかし、ファブリックインターコネク

トに適切なファームウェアがダウンロードされていることを確認する必要があります。

ネットワーク制御ポリシー

このポリシーは、次のような Cisco UCSインスタンスのネットワーク制御設定を行います。

• Cisco Discovery Protocol（CDP;シスコ検出プロトコル）がイネーブルか、ディセーブルか

•エンドホストモードで、使用できるアップリンクポートが存在しない場合、VIFはどのよう
に動作するか

•ファブリックインターコネクトへのパケット送信時に複数の異なるMACアドレスをサーバ
が使用できるかどうか
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電源ポリシー

電源ポリシーは、Cisco UCSインスタンスのすべてのシャーシの電源の冗長性を指定するグロー
バルポリシーです。このポリシーは PSUポリシーとも呼ばれます。

電源の冗長性の詳細については、『Cisco UCS 5108 Server Chassis Hardware Installation Guide』を
参照してください。

Quality Of Service ポリシー
Quality Of Service（QoS）ポリシーは、vNICまたは vHBAに向けた発信トラフィックにシステム
クラスを割り当てます。このシステムクラスにより、このトラフィックに対するQualityOfService
が決定されます。一部のアダプタでは、発信トラフィックでバーストやレートなど追加の制御を

指定することもできます。

vNICポリシー、またはvHBAポリシーにQoSポリシーをインクルードし、その後、このポリシー
をサービスプロファイルにインクルードして、vNICまたは vHBAを設定する必要があります。

サーバ自動構成ポリシー

CiscoUCSManagerでは、このポリシーを使用して、新しいサーバの設定方法を決定します。サー
バ自動構成ポリシーを作成すると、新しいサーバの起動時に次の処理が行われます。

1 サーバに対してサーバ自動構成ポリシーの資格認定が実行されます。

2 サーバが必要な資格を満たす場合、サーバは、サーバ自動構成ポリシーで設定されたサービス

プロファイルテンプレートから作成されたサービスプロファイルと関連付けられます。その

サービスプロファイルの名前は、Cisco UCSManagerによってサーバに指定される名前に基づ
きます。

3 サービスプロファイルは、サーバ自動構成ポリシーで設定された組織に割り当てられます。

サーバディスカバリポリシー

このディスカバリポリシーは、新しいサーバが追加されたときのシステムの反応を決定します。

サーバディスカバリポリシーを作成する場合、サーバがシャーシに追加されたときに、システム

により詳細なディスカバリを行うのか、または、ユーザがまず新しいサーバを確認する必要があ

るのかどうかを制御できます。デフォルトでは、システムにより完全なディスカバリが実行され

ます。

サーバディスカバリポリシーを作成した場合は、新しいサーバを起動すると次の処理が行われま

す。

1 サーバに対してサーバディスカバリポリシーの資格認定が行われます。

2 サーバが必要な資格情報と一致する場合、Cisco UCS Managerはサーバに次の処理を適用しま
す。
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•この処理に関して選択されたオプションに応じて、新しいサーバをただちに検出するか、
またはユーザが新しいサーバを確認するまで待機する

•サーバにスクラブポリシーを適用する

サーバ継承ポリシー

このポリシーは、サーバに対するサービスプロファイルを作成するために、サーバディスカバ

リプロセス中に呼び出されます。このポリシーから作成されたサービスプロファイルはすべ

て、製造元でブレードに設定された値を使用します。このポリシーは次の機能を実行します。

•サーバのインベントリの分析

•選択された組織へのサーバの割り当て（設定されている場合）

•製造元でサーバに設定された IDを使って、このサーバのサービスプロファイルを作成

このポリシーを使って作成したサービスプロファイルは他のサーバに移行できません。

サーバプールポリシー

このポリシーはサーバディスカバリプロセス中に呼び出されます。これは、サーバプールポリ

シー資格情報により、サーバと、ポリシーで指定されたターゲットプールが一致した場合にどの

ような処理が行われるかを定義します。

サーバが複数のプールに適合したときに、これらのプールにサーバプールポリシーがあった場

合、このサーバはこれらすべてのプールに追加されます。

サーバプールポリシー資格情報

このポリシーは、ディスカバリプロセス中に実行されたサーバのインベントリに基づいて、サー

バを資格認定します。資格情報は、サーバが選択基準を満たすかどうかを判断するために、ポリ

シーで設定されたルールです。たとえば、データセンタープールのサーバの最小メモリ容量を

指定するルールを作成できます。

資格情報は、サーバプールポリシーだけではなく、その他のポリシーでも、サーバを配置するた

めに使用されます。たとえば、サーバがある資格ポリシーの基準を満たしている場合、このサー

バを 1つ以上のサーバプールに追加したり、自動的にサービスプロファイルと関連付けたりでき
ます。

サーバプールポリシー資格情報を使用すると、次の基準に従ってサーバを資格認定できます。

•アダプタのタイプ

•シャーシの場所

•メモリのタイプと設定

• CPUのコア数、タイプ、および設定

•ストレージの設定と容量
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•サーバのモデル

実装によっては、サーバプールポリシー資格情報を使用して、次を含む複数のポリシーを設定で

きます。

•自動構成ポリシー

•シャーシディスカバリポリシー

•サーバディスカバリポリシー

•サーバ継承ポリシー

•サーバプールポリシー

vHBA テンプレート
このテンプレートは、サーバ上の vHBAによる SANへの接続方法を定義するポリシーです。こ
れは、vHBA SAN接続テンプレートとも呼ばれます。

このポリシーをサービスプロファイルに含めて、ポリシーを有効にする必要があります。

VM ライフサイクルポリシー
The VMライフサイクルポリシーは、Cisco UCSManagerでのオフラインVMとデータベース内の
オフラインダイナミック vNICの保持期間を決定します。この期間が経過した後で VMまたはダ
イナミック vNICがオフラインのままになっている場合、Cisco UCS Managerではデータベースか
らそのオブジェクトを削除します。

Cisco UCSサーバ上のすべての仮想マシン（VM）が vCenterによって管理されます。 Cisco UCS
Managerでは、非アクティブな VMが一時的にシャットダウンされているか、削除されたか、ま
たはアクセス不能と表示されるその他の状態のいずれであるかを判断できません。したがって、

Cisco UCS Managerではすべての非アクティブな VMをオフライン状態であると判断します。

Cisco UCS Managerでは、関連付けられた VMがシャットダウンされている場合、またはファブ
リックインターコネクトと I/Oモジュールの間のリンクに障害が発生した場合に、ダイナミック
vNICがオフラインであると判断します。まれに、内部エラーが原因で Cisco UCSManagerでダイ
ナミック vNICがオフラインであると判断される場合もあります。

デフォルトのVMおよびダイナミック vNICの保持間隔は 15分です。 1分～ 7200分（5日）の範
囲内で保持期間を設定できます。

Cisco UCS Managerで表示される VMは、参照およびモニタリングだけを目的としています。
Cisco UCS Managerで VMを管理できません。したがって、Cisco UCS Managerデータベース
から VMが削除されても、サーバまたは vCenterからは VMが削除されません。

（注）
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vNIC テンプレート
このポリシーは、サーバ上のvNICがLANに接続する方法を定義します。このポリシーは、vNIC
LAN接続ポリシーとも呼ばれます。

このポリシーをサービスプロファイルに含めて、ポリシーを有効にする必要があります。

vNIC/vHBA 配置ポリシー
vNIC/vHBA配置ポリシーは、vNICまたは vHBAをサーバ上の物理アダプタに割り当てるために
使用されます。各 vNIC/vHBA配置ポリシーには、物理アダプタの仮想表現である 2つの vCon
（仮想ネットワークインターフェイス接続）が含まれます。 vNIC/vHBA配置ポリシーがサービ
スプロファイルに割り当てられ、サービスプロファイルがサーバに関連付けられると、vNIC/vHBA
配置ポリシー内の vConsが物理アダプタに割り当てられます。アダプタが 1つだけのサーバの場
合、両方の vConsがアダプタに割り当てられます。アダプタが 2つのサーバの場合、1つの vCon
が各アダプタに割り当てられます。

vNICまたは vHBAを 2つの vConのいずれかに割り当てることができます。2つの vConは、サー
バアソシエーション中に vCons割り当てに基づいて物理アダプタに割り当てられます。さらに、
vConsは vHBAおよび vNICを割り当てるための次の選択プリファレンス基準を使用します。

vConは、vConに割り当てられた vNICまたは vHBA、いずれかの vCon
に割り当てられていない vNICまたは vHBA、ダイナミック vNICまたは
vHBAのために使用されます。

All

vConは、vConに割り当てられた vNICまたは vHBAだけのために予約
されます。

Assigned-Only

ダイナミック vNICまたは vHBAには vConが使用されません。
Exclude-Dynamic

vConに割り当てられていない vNICまたは vHBAには vConが使用され
ません。ダイナミック vNICおよび vHBAには vConが使用されます。

Exclude-Unassigned

2つのアダプタがあるサーバの場合、サービスプロファイルにvNIC/vHBA配置ポリシーが含まれ
ていないか、サービスプロファイルに vConsを設定していないと、Cisco UCSでは 2つのアダプ
タに vNICと vHBAが均等に分散されます。

操作ポリシー

障害収集ポリシー

障害収集ポリシーは、障害がクリアされた日時、フラッピング間隔（障害発生とクリア状態の間

の時間）、および保持間隔（システムで障害が発生していた時間）など、Cisco UCSインスタン
スの障害のライフサイクルを制御します。

Cisco UCSの障害には次のライフサイクルがあります。
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1 ある状況がシステムで発生し、Cisco UCS Managerで障害が発生します。これはアクティブな
状態です。

2 障害が取り除かれると、障害発生とクリア状態の時間がフラッピング間隔よりも長い場合、ク

リアされます。そうでない場合は、障害発生状態が続きますが、ステータスは徐々にクリアに

変化します。障害が発生し、すぐに何度かクリアされると、フラッピングが発生します。フ

ラッピング間隔中、障害収集ポリシーで指定した期間の間は、障害の重大度は変わりません。

3 フラッピング間隔中に同じ状況が再発生すると、障害発生状態が続き、ステータスがフラッピ

ングに変わります。フラッピング間隔中に同じ条件が再発生しない場合は、障害がクリアされ

ます。

4 障害がクリアされ、クリア処理が削除に設定された場合や、障害が以前に認識された場合は、

障害が削除されます。そうでない場合や障害が認識されている場合は、保持間隔が終わるまで

障害が保持されます。

5 この状況が保持間隔中に再発生する場合は、障害がアクティブ状態に戻ります。この状況が再

発生しない場合は、障害が削除されます。

フロー制御ポリシー

フロー制御ポリシーは、ポートの受信バッファがいっぱいになったときに、CiscoUCSインスタン
スのアップリンクイーサネットポートが IEEE 802.3xポーズフレームを送信および受信するかど
うかを決定します。これらのポーズフレームは、バッファがクリアされるまでの数ミリ秒間、送

信側ポートからのデータの送信を停止するように要求します。

LANポートとアップリンクイーサネットポートの間でフロー制御が行われるようにするには、
両方のポートで、対応する受信および送信フロー制御パラメータをイネーブルにする必要があり

ます。 Cisco UCSでは、これらのパラメータはフロー制御ポリシーにより設定されます。

送信機能をイネーブルにした場合、受信パケットレートが高くなりすぎたときに、アップリンク

イーサネットポートはネットワークポートにポーズ要求を送信します。ポーズは数ミリ秒有効

になった後、通常のレベルにリセットされます。受信機能をイネーブルにした場合、アップリン

クイーサネットポートは、ネットワークポートからのポーズ要求すべてに従います。ネットワー

クポートがポーズ要求をキャンセルするまで、すべてのトラフィックはこのアップリンクポート

で停止します。

ポートにフロー制御ポリシーを割り当てているため、このポリシーを変更すると同時に、ポーズ

フレームやいっぱいになっている受信バッファに対するポートの反応も変わります。

スクラブポリシー

このポリシーは、ディスカバリプロセス中にサーバのローカルデータおよび BIOS設定に何が起
こるか、およびサーバとサービスプロファイルのアソシエーションはいつ解除されるかを決定

します。スクラブポリシーの設定によっては、そのようなときに次の処理が行われます。

ローカルドライブのデータに対しては、アソシエーションが解除されるときに、

次のいずれかが発生します。

Disk Scrub
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•イネーブルの場合、ローカルドライブ上のすべてのデータが破棄されま
す。

•ディセーブルの場合、ローカルドライブ上のすべてのデータが保持されま
す（ローカルストレージ設定を含む）。

BIOS設定に対しては、スクラブポリシーを含むサービスプロファイルがサー
バからアソシエーション解除されるときに、次のいずれかが発生します。

BIOS Settings
Scrub

•イネーブルの場合、サーバのすべての BIOS設定が消去され、そのサーバ
タイプとベンダーに合わせた BIOSのデフォルトにリセットされます。

•ディセーブルの場合、サーバの既存の BIOS設定が保持されます。

Serial over LAN ポリシー
このポリシーは、このポリシーを使用するサービスプロファイルと関連付けられているすべて

のサーバに対する Serial over LAN接続の設定を行います。デフォルトでは、Serial over LAN接続
はディセーブルにされています。

Serial over LANポリシーを実装する場合、IPMIプロファイルを作成することも推奨します。

このポリシーはサービスプロファイルにインクルードする必要があります。また、そのサービ

スプロファイルを有効にするには、サーバと関連付ける必要があります。

統計情報収集ポリシー

統計情報収集ポリシーは、統計情報を収集する頻度（収集インターバル）、および統計情報を報

告する頻度（報告インターバル）を定義します。報告インターバル中に複数の統計データポイン

トが収集できるように、報告インターバルは収集インターバルよりも長くなります。これにより、

最小値、最大値、平均値を計算して報告するために十分なデータが Cisco UCS Managerに提供さ
れます。

NIC統計情報の場合、CiscoUCSManagerは最後の統計情報収集以降の平均値、最小値、最大値の
変化を表示します。値が 0の場合、最後の収集以降変化はありません。

統計情報は、Cisco UCSシステムの次の 5種類の機能エリアについて収集し、報告できます。

•アダプタ：アダプタ関連統計情報

•シャーシ：ブレードシャーシ関連統計情報

•ホスト：このポリシーは、将来サポートされる機能のためのプレースホルダです

•ポート：サーバポート、アップリンクイーサネットポート、およびアップリンクファイバ
チャネルポートを含むポートに関連した統計情報

•サーバ：サーバ関連統計情報
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Cisco UCS Managerには、5つの機能エリアそれぞれについて、デフォルト統計情報収集ポリ
シーが 1つずつあります。追加で統計情報収集ポリシーを作成できません。また、既存のデ
フォルトポリシーを削除できません。デフォルトポリシーを変更することだけが可能です。

（注）

統計情報しきい値ポリシー

統計情報しきい値ポリシーは、システムの特定の側面についての統計情報をモニタし、しきい値

を超えた場合にはイベントを生成します。最小値と最大値の両方のしきい値を設定できます。た

とえば、CPUの温度が特定の値を超えた場合や、サーバを過度に使用していたり、サーバの使用
に余裕がある場合には、アラームを発生するようにポリシーを設定できます。

これらのしきい値ポリシーが、CIMCなどのエンドポイントに適用される、ハードウェアやデバ
イスレベルのしきい値を制御することはありません。このしきい値は、製造時にハードウェア

コンポーネントに焼き付けられます。

Cisco UCSを使用して、次のコンポーネントに対して統計情報のしきい値ポリシーを設定できま
す。

•サーバおよびサーバコンポーネント

•アップリンクのイーサネットポート

•イーサネットサーバポート、シャーシ、およびファブリックインターコネクト

•ファイバチャネルポート

イーサネットサーバポート、アップリンクのイーサネットポート、またはアップリンクの

ファイバチャネルポートには、統計情報のしきい値ポリシーを作成したり、削除できません。

既存のデフォルトポリシーの設定だけを行うことができます。

（注）

プール

プールは、システムで使用できる IDのコレクション、物理リソース、または論理リソースです。
すべてのプールは、サービスプロファイルの柔軟性を高め、ユーザがシステムリソースを中央

で集中管理できるようにするものです。

プールを使用して、未設定のサーバや、使用可能なサーバ ID情報の範囲を、データセンターに
とって意味のあるグループに分割することができます。たとえば、類似する特性を持つ未設定の

サーバのプールを作成して、このプールをサービスプロファイルにインクルードした場合、ポ

リシーを使用して、このサービスプロファイルと使用可能な未設定のサーバとのアソシエーショ

ンを形成することができます。
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MACアドレスなどの ID情報をプールした場合、特定のアプリケーションをホストするサーバに
範囲をあらかじめ割り当てることができます。たとえば、すべてのデータベースサーバを、同じ

範囲のMACアドレス、UUID、およびWWN内に設定できます。

サーバプール

サーバプールは複数のサーバで構成されています。これらのサーバは通常、同じ特性を持ってい

ます。これらの特性は、シャーシ内の位置であったり、サーバタイプ、メモリ容量、ローカル

ストレージ、CPUのタイプ、ローカルドライブ設定などのアトリビュートだったりします。サー
バを手動でサーバプールに割り当てることも、サーバプールポリシーとサーバプールポリシー

資格情報を使用して割り当てを自動化することもできます。

システムが組織を通じて、マルチテナント機能を実装している場合、特定の組織で使用されるサー

バプールを 1つ以上、指定できます。たとえば、CPUを 2個搭載したサーバをすべて含むプール
をマーケティング組織に割り当て、メモリのサイズが 64GBのサーバをすべて、財務組織に割り
当てることができます。

サーバプールには、システム内のどのシャーシにあるサーバでも入れることができます。 1つの
サーバは複数のサーバプールに属することができます。

MAC プール
MACプールは、ネットワーク ID（MACアドレス）の集まりです。MACアドレスはレイヤ 2環
境では一意で、サーバの vNICに割り当てることができます。サービスプロファイルでMAC
プールを使用する場合、サービスプロファイルに関連付けられたサーバで使用できるようにMAC
アドレスを手動で設定する必要はありません。

マルチテナント機能を実装しているシステムでは、組織階層を使用して、このMACプールが特
定のアプリケーションまたはビジネスサービスでのみ使用できるようにすることができます。

Cisco UCS Managerは名前解決ポリシーを使用してプールからMACアドレスを割り当てます。

サーバにMACアドレスを割り当てるには、vNICポリシーにMACプールをインクルードする必
要があります。その後、この vNICポリシーは、このサーバに割り当てられたサービスプロファ
イルにインクルードされます。

独自のMACアドレスを指定することもできますし、シスコにより提供されたMACアドレスのグ
ループを使用することもできます。

UUID 接尾辞プール
UUID接尾辞プールは、サーバへの割り当てに使用できる SMBIOS UUIDの集まりです。 UUID
の接頭辞を構成する先頭の桁の数字は固定です。残りの桁で構成される UUID接尾辞は変数で
す。 UUID接尾辞プールは、競合を避けるため、その特定のプールを使用するサービスプロファ
イルに関連付けられたサーバごとに、これらの変数値が固有であることを保証します。

サービスプロファイルでUUID接尾辞プールを使用する場合、サービスプロファイルに関連付け
られたサーバの UUIDを手動で設定する必要はありません。
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WWN プール
WWNプールは、Cisco UCSインスタンス内のファイバチャネル vHBAで使用されるWWNの集
まりです。次の独立したプールを作成します。

•サーバに割り当てられるWWノード名

• vHBAに割り当てられるWWポート名

WWNプールは、20:00:00:00:00:00:00:00～ 20:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF、または
50:00:00:00:00:00:00:00～ 5F:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FFの範囲内のWWNNまたはWWPNだけをイ
ンクルードできます。その他のWWN範囲はすべて予約されています。 SANファブリックで
の Cisco UCS WWNNおよびWWPNの一意性を確保するため、プールのすべてのブロックに
WWNプレフィクス 20:00:00:25:B5:XX:XX:XXを使用することを推奨します。

重要

サービスプロファイルでWWNプールを使用する場合、サービスプロファイルに関連付けられた
サーバで使用されるWWNを手動で設定する必要はありません。複数のテナントを実装するシス
テムでは、WWNプールを使用して、各組織で使用されるWWNを制御できます。

WWNをブロック単位でプールに割り当てます。ブロックごと、または個々のWWNごとに、
ブートターゲットを割り当てることができます。

WWNN プール

WWNNプールは、WWノード名だけを含むWWNプールです。サービスプロファイルにWWNN
のプールを含める場合、関連付けられたサーバには、そのプールからWWNNが割り当てられま
す。

WWPN プール

WWPNプールは、WWポート名だけを含むWWNプールです。サービスプロファイルにWWPN
のプールを含める場合、関連付けられたサーバの各vHBA上のポートには、そのプールからWWPN
が割り当てられます。

管理 IP プール
管理 IPプールは外部 IPアドレスの集合です。 Cisco UCS Managerは、サーバの Cisco Integrated
Management Controller（CIMC）で終端する外部アクセスのために、管理 IPプールに IPアドレス
の各ブロックを予約しています。

Cisco UCS Managerは、次の機能によりサーバに外部アクセスする場合に、管理 IPプール内の IP
アドレスを使用します。

• KVMコンソール

• Serial over LAN

• IPMI
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トラフィック管理

オーバーサブスクリプション

オーバーサブスクリプションは、同じファブリックインターコネクトポートに複数のネットワー

クデバイスが接続されているときに発生します。ポートが短時間でも最高速度で実行されること

はほとんどないため、これにより、ファブリックインターコネクトの使用が最適化されます。そ

の結果、オーバーサブスクリプションが正しく設定されていれば、使用されていない帯域幅を活

用できるようになります。しかし、オーバーサブスクリプションの設定に間違いがあると、帯域

幅のコンテンションが起こり、オーバーサブスクライブポートを使用しているすべてのサービス

で Quality Of Serviceが低下します。

たとえば、4つのサーバが1つのアップリンクポートを共有していて、これらのサーバがすべて、
このアップリンクポートで使用できる帯域幅よりも大きい累積率でデータを送信しようとした場

合に、オーバーサブスクリプションが発生します。

オーバーサブスクリプションにおける検討事項

Cisco UCSインスタンスでのオーバーサブスクリプションの設定に影響を与える要因は次のとお
りです。

アップリンクポートに対するサーバに面したポートの比率

この比率はパフォーマンスに影響を与えるため、システム内のサーバに面したポートの数と、アッ

プリンクポートの数を知っている必要があります。たとえば、使用しているシステムに、サーバ

と通信できるポートが 20個あるときに、ネットワークと通信できるポートが 2つだけの場合、こ
のアップリンクポートはオーバーサブスクライブされます。この状況では、サーバにより作成さ

れるトラフィックの量もパフォーマンスに影響を与えます。

ファブリックインターコネクトからネットワークへのアップリンクポートの数

Cisco UCSファブリックインターコネクトと LANの上位レイヤの間にさらにアップリンクポー
トを追加して、帯域幅を増やすことができます。 Cisco UCSでは、すべてのサーバと NICが確実
に LANにアクセスできるようにするために、ファブリックインターコネクト 1つにつき、少な
くとも 1つのアップリンクポートが必要です。 LANアップリンクの数は、すべての Cisco UCS
サーバで使用される帯域幅の合計により決定されます。

FCアップリンクポートは、拡張スロットだけで使用できます。使用可能なFCアップリンクの数
を増やすには、拡張スロットを追加する必要があります。イーサネットアップリンクポートは、

固定スロットと拡張スロットに存在できます。

たとえば、2つの Cisco UCS 5100シリーズシャーシに、ハーフ幅の Cisco UCS B200-M1サーバが
いっぱいに入っている場合、サーバの数は 16台です。ファブリックインターコネクト 1つあた
り LANアップリンクが 1つのクラスタ設定では、これら 16台のサーバは 20GbEの LAN帯域幅
を共有します。より大きい容量が必要である場合、ファブリックインターコネクトからさらに

アップリンクを追加する必要があります。クラスタ設定では、アップリンクを対称設定にするこ
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とを推奨します。この例で、ファブリックインターコネクト 1つにつき使用されるアップリンク
の数が 4つである場合、16台のサーバが 80GBの帯域幅を共有することになるため、各サーバの
容量は約 5GBになります。Cisco UCSファブリックインターコネクトで複数のアップリンクが使
用されている場合、この容量を最大限有効活用するために、ネットワーク設計チームはポート

チャネルの使用を検討する必要があります。

I/O モジュールからファブリックインターコネクトへのアップリンクポートの数

使用するアップリンクポートの数とケーブルの本数を増やすことにより、I/Oモジュールとファ
ブリックインターコネクトの間の帯域幅を増やすことができます。CiscoUCSでは、I/Oモジュー
ルと Cisco UCSファブリックインターコネクトを接続するために、ケーブルを 1本、2本、また
は4本使用できます。ケーブルの本数により、アクティブアップリンクポートの数、およびオー
バーサブスクリプションの比率が決定されます。たとえば、ケーブルが 1本の場合、1つの I/O
モジュールのオーバーサブスクリプション比率は 8:1になります。ケーブルを 1本使用する I/O
モジュールが 2つ、およびハーフ幅ブレードが 8基ある場合、この 8基のブレードは 2つのアッ
プリンク（左 IOM 1個と右 IOM 1個）を共有します。この結果、8基のブレードで、ユニファイ
ドファブリック容量の合計帯域幅 20GBを共有することになります。ケーブルが 2本の場合、
（すべてのスロットにハーフ幅ブレードが入っていると仮定すると）IOM 1つにつき 4:1のオー
バーサブスクリプションになり、ケーブルが 4本の場合は、2:1になります。オーバーサブスク
リプション率が低ければ低いほど、パフォーマンスは高くなりますが、消費されるファブリック

インターコネクトポートの数は増えるため、コストはより高くなります。

サーバからファブリックインターフェイスコネクトへのアクティブリンクの数

各サーバで使用可能なオーバーサブスクライブされていない帯域幅の量は、使用する I/Oモジュー
ル数と、それらの I/Oモジュールをファブリックインターコネクトに接続するために使用するケー
ブル数によって異なります。別の I/Oモジュールを設置すると、サーバに追加の帯域幅と冗長性
が提供されます。設計のこのレベルの柔軟性により、80Gbps（それぞれ 4つのリンクを持つ 2つ
の I/Oモジュール）から 10 Gbps（1つのリンクを持つ 1つの I/O）までの任意の帯域幅をシャー
シに提供できます。

シャーシに対し 80 Gbpsを提供する場合、Cisco UCSインスタンスの各ハーフ幅サーバが、オー
バーサブスクライブされていない設定で最大 10 Gbpsに達し、2:1オーバーサブスクリプションで
最大 20 Gbps使用できます。

オーバーサブスクリプションの概算に関するガイドライン

ファブリックインターコネクトポートに対する最適なオーバーサブスクリプション率を概算する

場合は、次のガイドラインを考慮してください。

コスト/パフォーマンススライダ

コストとパフォーマンスの優先順位付けは、データセンターによってそれぞれ異なり、オーバー

サブスクリプションの設定に直接影響します。オーバーサブスクリプションにおけるハードウェ

アの使用方法を計画する場合は、このスライダでデータセンターが位置する場所を知る必要があ

ります。たとえば、データセンターでコストよりもパフォーマンスを重視する場合は、オーバー

サブスクリプションを最小限に抑えることができます。しかし、ほとんどのデータセンターで
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は、コストは大きい影響を与える要因であるため、オーバーサブスクリプションは慎重に計画す

る必要があります。

帯域幅の使用方法

各サーバで実際に使用されると予想される帯域幅の概算値は、ファブリックインターコネクト

ポートへの各サーバの割り当て、およびその結果からポートのオーバーサブスクリプション率を

決定するときに重要です。オーバーサブスクリプションでは、サーバにより消費されるトラフィッ

クの平均値（単位はGB）、設定された帯域幅に対する使用された帯域幅の比率、および帯域幅の
使用が上昇する時間を考慮する必要があります。

ネットワークタイプ

ネットワークタイプは、アップリンクポート上のトラフィックだけに関係します。これは、Cisco
UCS以外のところには、FCoEは存在しないからです。その他のデータセンターネットワーク
は、LANと SANトラフィックを区別するだけです。したがって、ファブリックインターコネク
トポートのオーバーサブスクリプションの概算を行う場合、ネットワークタイプを考慮する必要

はありません。

ピン接続

Cisco UCSでのピン接続は、アップリンクポートだけに関係します。イーサネットトラフィッ
ク、または FCoEトラフィックをあるサーバから、特定のアップリンクイーサネットポート、ま
たはアップリンク FCポートにピン接続することができます。

物理サーバと仮想サーバの両方の NICおよび HBAをアップリンクポートにピン接続する場合、
ファブリックインターコネクトからユニファイドファブリックを制御できるようにします。こ

の制御により、アップリンクポートの帯域幅の利用がさらに最適化されます。

Cisco UCSは、ピングループを使用して、どの NIC、vNIC、HBA、vHBAをアップリンクポート
にピン接続するかを管理します。サーバのピン接続を設定するには、ピングループを直接割り当

てるか、または vNICポリシーにピングループをインクルードしてから、そのサーバに割り当て
られているサービスプロファイルにこの vNICポリシーを追加します。サーバ上の vNICまたは
vHBAからのトラフィックはすべて、I/Oモジュールを通って、同じアップリンクポートに進みま
す。

サーバトラフィックのサーバポートへのピン接続

サーバトラフィックはすべて、I/Oモジュールを経由して、ファブリックインターコネクトのサー
バポートへ進みます。このトラフィックがどのようにピン接続されるかは、シャーシに設定され

るリンクの数によって決まります。

ピン接続により、どのサーバトラフィックが、ファブリックインターコネクトのどのサーバポー

トに進むかが決まります。このピン接続は固定されています。変更できません。したがって、

シャーシに対する帯域幅の適切な割り当てを決定する場合、サーバの位置を考慮する必要があり

ます。
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サーバをスロットに割り当てる前に、ポートからリンクへの割り当てを見直す必要がありま

す。ケーブルで接続するポートは I/Oモジュールのポート 1およびポート 2である必要はあり
ません。ファブリックインターコネクトと I/Oモジュールの間のリンク数を変更した場合、
トラフィックを再ルーティングするには、シャーシを再認識する必要があります。

（注）

ポート番号はすべて、この I/Oモジュールのファブリックインターコネクト側ポートを参照しま
す。

I/O モジュールを 1 つ持つシャーシ

リンク 4 にピン接続
されているサーバ

リンク 3 にピン接続
されているサーバ

リンク 2 にピン接
続されているサー

バ

リンク 1 にピン
接続されている

サーバ

シャーシのリ

ンク

なしなしなしすべてのサーバ

スロット

1リンク

なしなしスロット 2、4、
6、および 8

スロット 1、3、
5、および 7

2リンク

スロット 4および 8スロット 3および 7スロット 2および
6

スロット 1およ
び 5

4リンク

I/O モジュールを 2 つ持つシャーシ

シャーシに I/Oモジュールが 2つある場合、片方の I/Oモジュールからのトラフィックは、ファブ
リックインターコネクトの 1つに進み、もう 1つの I/Oモジュールからのトラフィックは、2つ
めのファブリックインターコネクトに進みます。 1つのファブリックインターコネクトに 2つの
I/Oモジュールを接続できません。

サーバトラフィックパスvNIC で設定されたファブリックイン
ターコネクト

サーバトラフィックはファブリックインターコネクト

Aに向かいます。 Aに不具合が生じた場合、サーバト
ラフィックは Bにフェールオーバーしません。

A

すべてのサーバトラフィックはファブリックインター

コネクト Bに向かいます。 Bに不具合が生じた場合、
B

サーバトラフィックは Aにフェールオーバーしませ
ん。

すべてのサーバトラフィックはファブリックインター

コネクト Aに向かいます。 Aに不具合が生じた場合、
サーバトラフィックは Bにフェールオーバーします。

A-B
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サーバトラフィックパスvNIC で設定されたファブリックイン
ターコネクト

すべてのサーバトラフィックはファブリックインター

コネクト Bに向かいます。 Bに不具合が生じた場合、
サーバトラフィックは Aにフェールオーバーします。

B-A

ピン接続に関するガイドライン

ピングループおよびアップリンクポートに対するピン接続における最適な設定を判断する場合、

サーバについて予想される帯域幅使用状況を考慮します。システムに含まれるサーバの一部が大

量の帯域幅を使用することがわかっている場合は、必ず、これらのサーバを別のアップリンク

ポートにピン接続してください。

Quality of Service
Cisco UCSは、Quality Of Serviceを実装するために、次の方法を提供しています。

•システム全体にわたって、特定のタイプのトラフィックに対するグローバル設定を指定する
ためのシステムクラス

•個々の vNICにシステムクラスを割り当てる QoSポリシー

•アップリンクイーサネットポートによるポーズフレームの扱い方法を決定するフロー制御
ポリシー

システムクラス

CiscoUCSは、CiscoUCSインスタンス内のトラフィックすべての処理にDataCenter Ethernet（DCE;
データセンターイーサネット）を使用します。イーサネットに対するこの業界標準の機能拡張で

は、イーサネットの帯域幅が 8つの仮想レーンに分割されています。内部システムと管理トラ
フィック用に 2つの仮想レーンが予約されています。それ以外の 6つの仮想レーンのサービス品
質を設定できます。 Cisco UCSインスタンス全体にわたり、これら 6つの仮想レーンでDCE帯域
幅がどのように割り当てられるかは、システムクラスによって決定されます。

各システムクラスでは、特定のトラフィックタイプのために、帯域幅の特定セグメントが予約さ

れています。これにより、オーバーサブスクライブされたシステムでも、ある程度のトラフィッ

ク管理ができるようになります。たとえば、ファイバチャネルプライオリティシステムクラス

を設定して、FCoEトラフィックに割り当てられるDCE帯域幅の割合を決定することができます。

次の表は、設定可能なシステムクラスをまとめたものです。
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表 2：システムクラス

説明システムクラス

サービスプロファイルの QoSポリシーにインクルードできる設定可
能なシステムクラスのセット。各システムクラスはトラフィック

レーンを 1つ管理します。

プラチナ

ゴールド

シルバー
これらのシステムクラスのプロパティはすべて、カスタム設定やポ

リシーを割り当てるために使用できます。ブロンズ

ベーシックイーサネットトラフィックのために予約されたレーンに

対する Quality Of Serviceを設定するシステムクラス。
ベストエフォート

このシステムクラスのプロパティの中にはあらかじめ設定されてい

て、変更できないものもあります。たとえば、このクラスには、必要

に応じて、データパケットのドロップを許可するドロップポリシー

があります。このシステムクラスをディセーブルにはできません。

Fibre Channel over Ethernetトラフィックのために予約されたレーンに
対する Quality Of Serviceを設定するシステムクラス。

ファイバチャネル

このシステムクラスのプロパティの中にはあらかじめ設定されてい

て、変更できないものもあります。たとえば、このクラスには、デー

タパケットが絶対にドロップされないことを保証するドロップなしポ

リシーがあります。このシステムクラスをディセーブルにはできま

せん。

Quality Of Service ポリシー
Quality Of Service（QoS）ポリシーは、vNICまたは vHBAに向けた発信トラフィックにシステム
クラスを割り当てます。このシステムクラスにより、このトラフィックに対するQualityOfService
が決定されます。一部のアダプタでは、発信トラフィックでバーストやレートなど追加の制御を

指定することもできます。

vNICポリシー、またはvHBAポリシーにQoSポリシーをインクルードし、その後、このポリシー
をサービスプロファイルにインクルードして、vNICまたは vHBAを設定する必要があります。

フロー制御ポリシー

フロー制御ポリシーは、ポートの受信バッファがいっぱいになったときに、CiscoUCSインスタン
スのアップリンクイーサネットポートが IEEE 802.3xポーズフレームを送信および受信するかど
うかを決定します。これらのポーズフレームは、バッファがクリアされるまでの数ミリ秒間、送

信側ポートからのデータの送信を停止するように要求します。

LANポートとアップリンクイーサネットポートの間でフロー制御が行われるようにするには、
両方のポートで、対応する受信および送信フロー制御パラメータをイネーブルにする必要があり

ます。 Cisco UCSでは、これらのパラメータはフロー制御ポリシーにより設定されます。

   Cisco UCS Manager CLI コマンドリファレンスリリース 1.3(1)
30 OL-22880-03-J  

Cisco Unified Computing System の概要
Quality Of Service ポリシー



送信機能をイネーブルにした場合、受信パケットレートが高くなりすぎたときに、アップリンク

イーサネットポートはネットワークポートにポーズ要求を送信します。ポーズは数ミリ秒有効

になった後、通常のレベルにリセットされます。受信機能をイネーブルにした場合、アップリン

クイーサネットポートは、ネットワークポートからのポーズ要求すべてに従います。ネットワー

クポートがポーズ要求をキャンセルするまで、すべてのトラフィックはこのアップリンクポート

で停止します。

ポートにフロー制御ポリシーを割り当てているため、このポリシーを変更すると同時に、ポーズ

フレームやいっぱいになっている受信バッファに対するポートの反応も変わります。

オプトイン機能
各 Cisco UCSインスタンスはすべての機能をライセンスされています。システムの設定方法に応
じて、既存の環境への統合を簡単にするために、一部の機能をオプトインするか、これらをオプ

トアウトするかを決定することができます。プロセスの変化が起こった場合、システム設定を変

更して、オプトイン機能の 1つまたは両方を加えることができます。

オプトイン機能は次のとおりです。

•サーバ、アダプタなどの各コンポーネントがステートレスであるプールおよびポリシーを持
つモバイルサービスプロファイルを利用するステートレスコンピューティング

•組織およびロールベースのアクセス制御を使用して、システムを複数の小さな論理セグメン
トに分割するマルチテナント機能

ステートレスコンピューティング

ステートレスコンピューティングにより、サービスプロファイルを使用して、あるサーバの固

有情報を同じ Cisco UCSインスタンス内の別のサーバに適用できます。サーバの固有情報には、
サーバを認識し、インスタンス内で一意にするために要素が含まれます。これらの要素のいずれ

かを変更すると、サーバはブートステータスのアクセス、使用、実現ができなくなります。

サーバの固有情報を構成する要素は次のとおりです。

•ファームウェアバージョン

• UUID（サーバの識別に使用される）

• MACアドレス（LAN接続に使用される）

•ワールドワイド名（SAN接続に使用される）

•ブート設定

ステートレスコンピューティングは、高度に柔軟なサーバを使ったダイナミックなサーバ環境を

作成します。Cisco UCSインスタンス内の物理サーバはすべて、サービスプロファイルとのアソ
シエーションが形成されるまで匿名のままです。その後、サービスプロファイルでこのサーバの

IDが設定されます。このサーバでのビジネスサービスが必要なくなったら、このサーバをシャッ
トダウンし、サービスプロファイルのアソシエーションを解除してから、同じ物理サーバについ
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て異なる IDを作成するために別のサービスプロファイルとのアソシエーションを形成します。
この「新しい」サーバは、別のビジネスサービスをホストできます。

ステートレス状態の柔軟性をフルに活用するためには、サーバのオプションローカルディスクは

スワップ用スペースまたは一時スペースだけに使用し、オペレーティングシステムやアプリケー

ションデータの保存には使用しないでください。

Cisco UCSインスタンスのすべての物理サーバに対して、ステートレスコンピューティングを完
全に実装することもできますし、ステートレスサーバを使用しないことを選択することもできま

す。また、これら 2種類を混在させることも可能です。

ステーレスコンピューティングをオプトインする場合

Cisco UCSインスタンス内の物理サーバはそれぞれ、サービスプロファイルを通じて経由されま
す。どのようなサーバでも、あるアプリケーションのセットをホストするために使用していると

きに、データセンターの必要に応じて、別のアプリケーションやビジネスサービスのセットに割

り当てなおすことができます。

このインスタンスで定義されているポリシーやリソースのプールをポイントするサービスプロ

ファイルを作成します。サーバプール、WorldWide Name（WWN;ワールドワイド名）プール、
およびMACプールにより、未割り当てのリソースはすべて、必要に応じて使用できることが保
証されます。たとえば、物理サーバで不具合が発生した場合、即座に、サービスプロファイル

を別のサーバに割り当てることができます。サービスプロファイルは、WWNやMACアドレス
を含め、オリジナルのサーバと同じ IDを新しいサーバに与えるため、データセンターインフラ
ストラクチャの残りの部分では、この新しいサーバとオリジナルのサーバは同じものと認識され

ます。LANや SANで設定を変更する必要はありません。

ステートレスコンピューティングからオプトアウトする場合

Cisco UCSインスタンス内の各サーバは、従来のラックマウント型サーバとして扱われます。

ハードウェアに書き込まれた ID情報を継承するサービスプロファイルを作成し、これらのプロ
ファイルを使用して、サーバに対する LANまたは SAN接続を設定します。ただし、サーバハー
ドウェアに不具合が発生した場合、サービスプロファイルを新しいサーバに割り当てることはで

きません。

マルチテナント機能

マルチテナント機能を使用すると、インスタンスの大規模な物理インフラストラクチャを、組織

と呼ばれる論理エンティティに分割することができます。その結果、各組織に専用の物理インフ

ラストラクチャを設けなくても各組織を論理的に分離できます。

マルチテナント環境では、関連する組織を通じて、各テナントに一意のリソースを割り当てられ

ます。これらのリソースには、各種のポリシー、プール、および Quality of Service定義などがあ
ります。また、すべてのユーザがすべての組織にアクセスできるようにする必要がない場合は、

ロケールを実装して、組織ごとにユーザ権限やロールを割り当てたり、制限したりすることもで

きます。

マルチテナント環境をセットアップする場合、すべての組織は階層的になります。最上位の組織

は常にルートです。ルートに作成したポリシーおよびプールはシステム全体にわたるもので、こ
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のシステムに含まれるすべての組織で使用できます。しかし、他の組織で作成されたポリシーや

プールが使用できるのは、同じ階層でそれより上にある組織だけです。たとえば、あるシステム

にFinanceとHRという組織があり、これらは同じ階層に存在しないとします。この場合、Finance
は HR組織にあるポリシーは一切使用できず、また、HRは Finance組織にあるポリシーには一切
アクセスできません。しかし、FinanceとHRは両方とも、ルート組織にあるポリシーやプールを
使用できます。

マルチテナント環境に組織を作成する場合、各組織、または同じ階層のサブ組織に次のうち 1つ
以上をセットアップすることもできます。

•リソースプール

•ポリシー

•サービスプロファイル

•サービスプロファイルテンプレート

マルチテナント機能をオプトインする場合

各 Cisco UCSインスタンスは複数の異なる組織に分割されます。マルチテナント機能の実装で作
成される組織のタイプは、企業のビジネスニーズによって異なります。たとえば、次の単位を表

す組織があげられます。

•マーケティング、財務、エンジニアリング、人事など、企業内のエンタープライズグループ
または部門

•サービスプロバイダーに対するさまざまなカスタマー、またはネームサービスドメイン

管理が認可されている組織だけにユーザがアクセスできるように、ロケールを作成することがで

きます。

マルチテナント機能からオプトアウトする場合

Cisco UCSインスタンスは、ルート組織にすべてのデータが入った 1つの論理エンティティのま
まです。すべてのポリシーおよびリソースプールは、このインスタンス内のどのサーバにでも割

り当てることができます。

Cisco UCSのバーチャライゼーション

バーチャライゼーションの概要

バーチャライゼーションは、同一の物理マシン上で隣り合いながら分離して実行する複数の仮想

マシンの作成が可能になります。

各仮想マシンは、仮想ハードウェア（メモリ、CPU、NIC）の独自のセットを持ち、その上でオペ
レーティングシステムと十分に設定されたアプリケーションがロードされます。オペレーティン

グシステムは、実際の物理ハードウェアコンポーネントに関係なく、一貫性があり正常なハード

ウェア一式を認識します。
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仮想マシンでは、物理サーバ間でのコピー、プロビジョニング、移動を迅速に行うために、ハー

ドウェアとソフトウェアの両方が単一のファイルにカプセル化されます。仮想マシンは 1つの物
理サーバから別のサーバへ数秒で移動することができ、メンテナンスのためのダウンタイムを必

要とせず、途切れることのない作業負荷を集約します。

仮想ハードウェアは、多数のサーバ（それぞれのサーバは独立した仮想マシン内で実行する）を

単一の物理サーバ上で実行できるようにします。バーチャライゼーションの利点は、コンピュー

ティングリソースをより適切に使用でき、サーバ密度を高め、サーバの移行をスムーズに行える

ことです。

Cisco UCSのバーチャライゼーション
Cisco UCSでは、ハードウェアレベルのサーババーチャライゼーションが提供されます。ハード
ウェアレベルのサーババーチャライゼーションでは、物理レベルでサーバをシミュレートでき、

オペレーティングシステム、ドライバ、および管理ツールなどの既存のソフトウェアでは検出で

きません。潜在的なハードウェア障害のために別の場所で仮想サーバを再作成する必要がある場

合、ネットワークと既存のソフトウェアは物理サーバが変更されたことを認識しないままです。

サーバのバーチャライゼーションによって、変化するビジネスと技術的な条件にネットワークを

ただちに適応できます。 Cisco UCSでの仮想化環境との低レベルでの統合により、仮想マシン環
境の可視性や制御が向上し、システム全体の敏捷性が向上します。さらに、このバーチャライ

ゼーションにより、実行中のアプリケーションのパフォーマンス低下やアプリケーションのオー

バーヘッドが発生することはありません。

Cisco UCSサーバで利用できる仮想環境は、サーバにインストールされたアダプタのタイプに応
じて異なります。たとえば、VIC（仮想インターフェイスカード）アダプタでは、一意の柔軟な
仮想環境が実現し、仮想マシンがサポートされます。その他のアダプタでは、VMWareとの標準
的な統合や仮想環境がサポートされます。

ネットワークインターフェイスカードと統合ネットワークアダプタ

を使用したバーチャライゼーション

Network Interface Card（NIC;ネットワークインターフェイスカード）と統合ネットワークアダプ
タによって、標準的なVMwareのサーバにインストールされた ESXとの統合による仮想環境と、
VCから実行されるすべての仮想マシンの管理がサポートされます。

仮想マシンのポータビリティ

サービスプロファイルを実装すると、1つのサーバから別のサーバに、サーバの識別情報を簡単
に移動できるようになります。新規サーバをイメージ化すると、ESXはそのサーバを元のサーバ
のように扱います。

同一サーバ上の仮想マシン間の通信

これらのアダプタは、同一サーバ上の仮想マシン間における標準の通信手段を実装します。 ESX
ホストが複数の仮想マシンを含む場合、すべての通信はサーバ上の仮想スイッチを通過させる必

要があります。
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システムでネイティブな VMwareドライバを使用する場合、仮想スイッチはネットワーク管理者
のドメインには参加せず、どのネットワークポリシーの制約も受けません。結果として、たとえ

ば、ネットワークのQoSポリシーは、仮想スイッチを通ってVM1からVM2に流れるどのデータ
パケットにも適用されません。

Nexus 1000などの別の仮想スイッチがシステムに含まれている場合、その仮想スイッチは、ネッ
トワーク管理者がそのスイッチ上で設定したネットワークポリシーに従います。

仮想インターフェイスカードアダプタでのバーチャライゼーション

VIC（仮想インターフェイスカード）アダプタでは、VMwareで仮想化された環境がサポートさ
れます。これらの環境は、サーバ上に ESXがインストールされていて、VMware vCenterを使用
してすべての仮想マシンの管理が実行される標準的な VMwareの統合をサポートしています。

この仮想化されたアダプタでは、次の内容がサポートされます。

• vSphereなどのVMソフトウェアによる仮想環境のダイナミック vNIC。このソリューション
では、1台の物理ブレードサーバを複数の論理 PCIEインスタンスに分割できます。

•サーバにインストールされている 1つのオペレーティングシステムの静的 vNIC。

VICアダプタを使用する選択したソリューションによって、通信方法が決まります。このタイプ
のアダプタでは、次の通信ソリューションがサポートされます。

•ハードウェアのCiscoVN-Linkは、仮想マシンとのトラフィックを処理するハードウェアベー
スの方式です。このソリューションの設定方法の詳細については、本書で説明しています。

•ソフトウェアのCiscoVN-Linkは、仮想マシンとのトラフィックを処理するソフトウェアベー
スの方式で、Nexus 1000v仮想スイッチを使用します。このソリューションの設定方法の詳
細については、Nexus 1000vのマニュアルを参照してください。

•バーチャライゼーションなしでサーバにインストールされている 1つのオペレーティングシ
ステムでは、他の Cisco UCSアダプタと同じトラフィックの処理方法を使用します。

Cisco VN-Link
Cisco Virtual Network Link（VN-Link）は、物理サーバの現在のネットワークオペレーションモデ
ルと一貫性のある方法で仮想マシンのインターフェイスを個別に識別、設定、モニタ、移行、お

よび診断する一連の機能です。VN-Linkは仮想マシンのvNICとCiscoUCSファブリックインター
コネクトの間の論理リンクの作成を明示的に示します。このマッピングは、ケーブルを使用して

NICをアクセスレイヤスイッチのネットワークポートに接続するのと論理的に同等です。

ハードウェアの VN-Link
ハードウェアのCiscoVN-Linkは、VICアダプタがあるサーバ上の仮想マシンとのトラフィックを
処理するハードウェアベースの方式です。この方式はパススルースイッチングとも呼ばれます。

このソリューションではソフトウェアベースのスイッチングをASICベースのハードウェアスイッ
チングに置き換え、パフォーマンスが向上します。
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分散仮想スイッチ（DVS）フレームワークは、VICアダプタがある Cisco UCSサーバ上の仮想マ
シンのハードウェア機能にVN-Linkを提供します。このアプローチでは、サーバのバーチャライ
ゼーションによって生じた新しい要件を満たすためのエンドツーエンドのネットワークソリュー

ションを提供します。

ハードウェア内のVN-Linkでは、仮想マシンとのすべてのトラフィックがDVSとハイパーバイザ
でパススルーされます。その後、サーバ上の仮想マシンに戻されます。ファブリックインター

コネクト（ハードウェア）でスイッチングが発生します。その結果、ネットワークポリシーを仮

想マシン間のトラフィックに適用できます。この機能では、物理サーバと仮想サーバの間に一貫

性がもたらされます。

次の図に、VICアダプタのある Cisco UCSサーバ上の VMトラフィックによって利用できるトラ
フィックパスを示します。

図 1：ハードウェア内の VN-Link による VM トラフィックのトラフィックパス

VMware vCenter との通信に使用する拡張ファイル

VICアダプタを使用してハードウェアに VN-Linkを実装する Cisco UCSインスタンスでは、Cisco
UCSManagerおよびVMware vCenter間の関係と通信を確立するために、拡張ファイルを作成およ
びインストールする必要があります。この拡張ファイルは XMLファイルであり、次のような重
要な情報が含まれています。

•拡張キー

•公開 SSL証明書

vCenterで同じ分散仮想スイッチセットを共有する 2つのCisco UCSインスタンスが必要な場合、
カスタム拡張キーを作成して、Cisco UCSManagerで各 Cisco UCSインスタンスに対して同じ SSL
証明書をインポートできます。
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拡張キー

拡張キーには Cisco UCSインスタンスの IDが含まれます。デフォルトでは、拡張キーには Cisco
UCS GUID値が含まれており、クラスタ設定の両方のファブリックインターコネクト間ではこの
値が同じになります。

拡張がインストールされている場合、vCenterは拡張キーを使用して分散仮想スイッチ（DVS）を
作成します。

公開 SSL 証明書

Cisco UCSManagerはデフォルトの自己署名 SSL証明書を生成して vCenterとの通信をサポートし
ます。独自のカスタム証明書を使用することもできます。

カスタム拡張ファイル

デフォルトの拡張キーと SSL証明書のいずれかまたは両方を使用しない Cisco UCSインスタンス
に対して、カスタム拡張ファイルを作成できます。たとえば、2つの異なる Cisco UCSインスタ
ンスが同じVMware vCenterインスタンスで管理されている場合、その 2つのインスタンスで同じ
カスタムキーを作成できます。

DVSまたはvCenterで使用されている拡張キーは変更できません。カスタム拡張キーを使用す
る場合、関連付けられた DVSを削除したり再作成したりすることがないように、Cisco UCS
Managerに DVSを作成する前にカスタムキーを作成および登録することを推奨します。

重要

分散仮想スイッチ

各 VMware ESXホストには、ハイパーバイザに独自のソフトウェアベースの仮想スイッチ
（vSwitch）があり、仮想マシン（VM）間でスイッチング操作を実行します。 Cisco UCSの
Distributed Virtual Switch（DVS;分散仮想スイッチ）は、ESXハイパーバイザの vSwitchに沿って
動作するソフトウェアベースの仮想スイッチであり、複数の ESXホストに分散できます。独自
のローカルポート設定を使用する vSwitchとは異なり、複数のESXホストと関連付けられたDVS
はすべての ESXホストで同じポート設定を使用します。

ESXホストと DVSの関連付けが行われると、vSwitchの代わりに DVSを使用するために vSwitch
から DVSに既存の VMを移行できます。ハードウェアベースの VN-Linkを実装して VMが DVS
を使用する場合、すべてのVMトラフィックはDVSを通過し、ASICベースのスイッチングはファ
ブリックインターコネクトによって実行されます。

Cisco UCS Managerでは、DVSは次の階層で組織されています。

vCenter
Folder (optional)

Datacenter
Folder (required)

DVS

階層構造の最上位は vCenterであり、VMware vCenterインスタンスを表します。各 vCenterには
1つ以上のデータセンターが含まれており、任意でデータセンターを組織できる vCenterフォルダ
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も含まれます。各データセンターには 1つ以上のデータセンターフォルダが含まれる必要があり
ます。データセンターフォルダには DVSが含まれています。

ポートプロファイル

ポートプロファイルには、ハードウェアの VN-Link用に Cisco UCSで仮想インターフェイスを設
定するために使用するプロパティと設定が格納されます。ポートプロファイルは、Cisco UCS
Managerで作成し、管理します。VMware vCenterからポートプロファイルのプロパティを明確に
表示できません。

VMware vCenterでは、ポートプロファイルはポートグループとして表現されます。 Cisco UCS
Managerはポートプロファイル名を vCenterにプッシュし、vCenterはポートグループとして名前
を表示します。 VMware vCenterでは、ポートプロファイル内の特定のネットワーキングプロパ
ティや設定を表示できません。

1つ以上のDVSによって、ポートプロファイルが作成され、割り当てられ、アクティブに使用さ
れた後に、Cisco UCS Managerでポートプロファイルのネットワーキングプロパティが変更され
ると、変更がすぐにそれらの DVSに適用されます。

Cisco UCSManagerでポートプロファイルをVMware vCenterにプッシュさせる場合、ポートプロ
ファイルに少なくとも 1つのポートプロファイルクライアントを設定する必要があります。

ポートプロファイルクライアント

ポートプロファイルクライアントは、ポートプロファイルが適用されるDVSを決定します。デ
フォルトで、ポートプロファイルクライアントは、関連付けられたポートプロファイルがvCenter
のすべての DVSに適用されることを指定します。ただし、特定のデータセンターまたはデータ
センターフォルダのすべての DVS、または 1つの DVSのみに対してポートプロファイルを適用
するように、クライアントを設定できます。

ハードウェアの VN-Link に関する検討事項
ハードウェア内の VN-Linkのために Cisco UCSインスタンスを設定する方法には、いくつかの依
存関係があります。ハードウェア内のVN-Linkを設定する前に検討する必要のある情報は次のと
おりです。

• Cisco UCSインスタンスには最大 4つの vCentersを含めることができます。

•各 vCenterには最大 8つの分散仮想スイッチを含めることができます。

•各分散仮想スイッチには最大 4096個のポートを含めることができます。

•各ポートプロファイルには最大 4096個のポートを含めることができます。

•各 Cisco UCSインスタンスには最大 256個のポートプロファイルを含めることができます。
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Cisco UCS Manager の概要

この章の構成は、次のとおりです。

• Cisco UCS Managerについて, 39 ページ

• Cisco UCS Managerで実行可能なタスク, 41 ページ

• Cisco UCS Managerで実行不可能なタスク, 42 ページ

• クラスタ環境での Cisco UCS Manager, 43 ページ

Cisco UCS Managerについて
Cisco UCS Managerは、Cisco UCSインスタンスに含まれるすべてのコンポーネントで使用される
管理サービスです。 Cisco UCS Managerはファブリックインターコネクト内で実行されます。こ
の管理サービスで使用できるインターフェイスのいずれかを使用して、ファブリックインターコ

ネクトに接続されたシャーシすべてのネットワークおよびサーバリソースにアクセスしたり、こ

れらを設定、管理、およびモニタしたりすることができます。

複数の管理インターフェイス

Cisco UCS Managerには、次のインターフェイスが含まれます。これらは、Cisco UCSインスタン
スの管理に使用できます。

• Cisco UCS Manager GUI

• Cisco UCS Manager CLI

• XML API

ほとんどすべてのタスクは、これらのインターフェイスのいずれでも実行できます。また、ある

インターフェイスで実行されたタスクの結果は、他のタスクにも自動的に表示されます。

ただし、次の操作はできません。

• Cisco UCS Manager GUIを使用して、Cisco UCS Manager CLIを呼び出す

Cisco UCS Manager CLI コマンドリファレンスリリース 1.3(1)    
    OL-22880-03-J 39



• Cisco UCS Manager CLIの Cisco UCS Manager GUIを通じて呼び出されたコマンドの結果を表
示する

• Cisco UCS Manager GUIから CLI出力を生成する

中央集中型管理

CiscoUCSManagerは、複数の管理ポイントを使用するのではなく、リソースおよびデバイスの管
理を一元化します。この中央集中型管理には、Cisco UCSインスタンスにおける次のデバイスの
管理が含まれます。

•ファブリックインターコネクト

•仮想サーバ用ソフトウェアスイッチ

•シャーシおよびサーバにおける電源および環境管理

•イーサネット NICおよびファイバチャネル HBAの設定およびファームウェアの更新

•サーバに対するファームウェアおよび BIOS設定

仮想サーバおよび物理サーバのサポート

Cisco UCS Managerは、サーバの ID、I/O設定、MACアドレスおよびWorld Wide名、ファーム
ウェアのバージョン、ネットワークプロファイルなどのサーバ状態情報をサービスプロファイル

に要約します。サービスプロファイルをシステム内のサーバリソースに適用して、VICアダプ
タの提供する仮想デバイスに接続されている物理サーバ、仮想サーバ、および仮想マシンに同様

の柔軟性とサポートを提供することができます。

ロールベース管理とマルチテナント機能のサポート

Cisco UCS Managerでは、柔軟に定義されたロールがサポートされるため、データセンターは、
ディスクリートサーバ、ストレージ、およびネットワーク管理と同じベストプラクティスを使用

して、Cisco UCSインスタンスを操作することができます。データセンターでのユーザの責任を
反映した権限を持つユーザロールを作成することができます。たとえば、次のロールを作成でき

ます。

•サーバ関連設定を制御できるサーバアドミニストレータロール

• StorageAreaNetwork（SAN）に関連するタスクを制御できるストレージアドミニストレータ
ロール

• Local Area Network（LAN;ローカルエリアネットワーク）に関連するタスクを制御できる
ネットワークアドミニストレータロール

マルチテナント環境では、Cisco UCS Managerにより、ユーザの範囲を特定の組織に制限できる
ユーザロールのロケールを作成することができます。
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Cisco UCS Managerで実行可能なタスク
Cisco UCS Managerを使用して、Cisco UCSインスタンス内の物理デバイスおよび仮想デバイスす
べてに対して管理タスクを実行できます。

Cisco UCSハードウェア管理

Cisco UCS Managerを使用して、次を含む、Cisco UCSインスタンス内のすべてのハードウェアを
管理できます。

•シャーシ

•サーバ

•ファブリックインターコネクト

•ファン

•ポート

•カード

•スロット

• I/Oモジュール

Cisco UCSリソース管理

Cisco UCS Managerを使用して、次を含む、Cisco UCSインスタンス内のすべてのリソースを作成
および管理できます。

•サーバ

• WWNアドレス

• MACアドレス

• UUID

•帯域幅

Cisco UCSインスタンスでのサーバ管理

サーバアドミニストレータは、Cisco UCSManagerを使用して、Cisco UCSインスタンス内で、次
を含むサーバ管理タスクを実行できます。

•サーバプール、および資格ポリシーなどこれらのプールに関係するポリシーの作成

•ディスカバリポリシー、スクラブポリシー、IPMIポリシーなど、サーバで使用されるポリ
シーの作成

•サービスプロファイルテンプレートおよび必要であれば、サービスプロファイルテンプレー
トの作成
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•サーバへのサービスプロファイルの適用

•障害、アラーム、および機器のステータスのモニタ

Cisco UCSインスタンスでのネットワーク管理

ネットワークアドミニストレータは、Cisco UCSManagerを使用して、次を含め、Cisco UCSイン
スタンスの LAN設定を作成するために必要なタスクを実行できます。

•アップリンクポート、ポートチャネル、および LAN PINグループの設定

• VLANの作成

• Quality Of Serviceクラスおよび定義の設定

• MACアドレスプール、イーサネットアダプタプロファイルなど、ネットワーク設定に関連
したプールおよびポリシーの作成

Cisco UCSインスタンスでのストレージ管理

ストレージアドミニストレータは、Cisco UCSManagerを使用して、次を含め、Cisco UCSインス
タンスの SAN設定を作成するために必要なタスクを実行できます。

•ポート、ポートチャネル、および SAN PINグループの設定

• VSANの作成

• Quality Of Serviceクラスおよび定義の設定

• WWNアドレスプール、ファイバチャネルアダプタプロファイルなど、ネットワーク設定
に関連したプールおよびポリシーの作成

Cisco UCS Managerで実行不可能なタスク
Cisco UCS Managerインスタンス内のデバイスマネジメントに特に関連していないシステム管理
タスクを実行するために、Cisco UCSを使用できません。

システムを超えた管理はできない

Cisco UCS Managerが存在する Cisco UCSインスタンスの外側にあるシステムやデバイスの管理
に、Cisco UCS Managerを使用できません。たとえば、Cisco UCS以外の x86システム、SPARC
システム、PowerPCシステムなどの異機種環境は管理できません。

オペレーティングシステムやアプリケーションのプロビジョニングや管理はできない

Cisco UCS Managerはサーバのプロビジョニングを行うため、サーバのオペレーティングシステ
ムの下に存在します。したがって、サーバでオペレーティングシステムやアプリケーションのプ

ロビジョニングや管理を行うためにこれを使用できません。たとえば、次の操作を実行できませ

ん。
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• Windowsや Linuxなどの OSの展開

• OSやアプリケーションなどのソフトウェアに対するパッチの展開

•アンチウイルスソフトウェア、モニタリングエージェント、バックアップクライアントな
どのベースソフトウェアコンポーネントのインストール

•データベース、アプリケーションサーバソフトウェア、Webサーバなどのソフトウェアア
プリケーションのインストール

• Oracleデータベースの再起動、プリンタキューの再起動、またはCisco UCS以外のユーザア
カウントの処理を含むオペレータ処理の実行

• SANや NASストレージ上の外部ストレージの設定または管理

クラスタ環境での Cisco UCS Manager
2つのファブリックインターコネクトを持つクラスタ Cisco UCSインスタンスでは、それぞれの
ファブリックインターコネクトで、別々の Cisco UCS Managerインスタンスを実行することがで
きます。プライマリファブリックインターコネクトの Cisco UCSManagerはプライマリ管理イン
スタンスとして動作し、もう 1つのファブリックインターコネクトの Cisco UCS Managerは従属
管理インスタンスとなります。

Cisco UCS Managerの 2つのインスタンスは、これらのファブリックインターコネクト上の L1お
よび L2イーサネットポートの間にあるプライベートネットワーク上で通信します。設定および
ステータスに関する情報は、このプライベートネットワーク経由でやりとりされ、すべての管理

情報が確実に複製されます。この継続的な通信により、プライマリファブリックインターコネ

クトに不具合が起きた場合でも、Cisco UCSに対する管理情報がそのまま持続されることが保証
されます。さらに、プライマリ Cisco UCSManager上で実行される「浮動」管理 IPアドレスによ
り、フェールオーバーが発生したときに、従属ファブリックインターコネクトへのスムーズな移

行が確実に行われるようになります。
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Cisco UCS Manager CLI の概要

この章の構成は、次のとおりです。

• 管理対象オブジェクト, 45 ページ

• コマンドモード, 45 ページ

• オブジェクトコマンド, 47 ページ

• コマンドの完了, 48 ページ

• コマンド履歴, 48 ページ

• 保留中のコマンドのコミット、破棄、および表示, 49 ページ

• CLIに関するオンラインヘルプ, 49 ページ

管理対象オブジェクト
Cisco UCSは管理対象オブジェクトモデルを使用します。このモデルでは、管理対象オブジェク
トは管理可能な物理エンティティまたは論理エンティティを抽象的に表現したものです。たとえ

ば、サーバ、シャーシ、I/Oカード、およびプロセッサは、管理対象オブジェクトとして表現され
る物理エンティティです。また、リソースプール、ユーザロール、サービスプロファイル、お

よびポリシーは、管理対象オブジェクトとして表現される論理エンティティです。

管理対象オブジェクトには関連付けられている設定可能なプロパティが複数存在する場合があり

ます。

コマンドモード
CLIは、コマンドモードの階層にわかれています。この階層で最高レベルにあるモードは EXEC
モードです。高いレベルのモードは、低いレベルのモードに分岐します。高いレベルのモードか

ら1つ低いレベルのモードに移動するには、create、enter、および scopeコマンドを使用します。
また、モード階層で 1つ高いレベルに移動するには、exitコマンドを使用します。
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コマンドモードの大半は管理対象オブジェクトに関連付けられているため、あるオブジェク

トと関連付けられているモードにアクセスできるようにするには、まず、そのオブジェクトを

作成する必要があります。アクセスするモードに対する管理対象オブジェクトを作成するに

は、createおよび enterコマンドを使用します。 scopeコマンドは管理対象オブジェクトを作
成するものではありません。すでに管理対象オブジェクトが存在するモードにアクセスするだ

けです。

（注）

各モードには、そのモードで入力できるコマンドのセットが含まれています。各モードで使用で

きるコマンドの大半は、関連付けられた管理対象オブジェクトに関係しています。割り当てられ

たロールとロケールによっては、そのモードで使用できるコマンドのサブセットだけにしかアク

セスできないことがありますが、アクセスできないコマンドは非表示にされます。

各モードのCLIプロンプトは、モード階層における現在のモードまでのフルパスを表示します。
これにより、コマンドモード階層での現在位置がわかりやすくなります。また、階層内を移動す

る必要がある場合には、非常に便利な機能です。

次の表は、主要なコマンドモード、各モードのアクセスに使用されるコマンド、および各モード

に関連付けられている CLIプロンプトの一覧です。

表 3：主要なコマンドモードとプロンプト

モードプロンプトアクセスに使用するコマンドモード名

#任意のモードから topコマンドEXEC

/adapter #EXECモードから scope adapter
コマンド

アダプタ

/chassis #EXECモードから scope chassis
コマンド

シャーシ

/eth-server #EXECモードから scope
eth-serverコマンド

イーサネットサーバ

/eth-uplink #EXECモードから scope
eth-uplinkコマンド

イーサネットアップリンク

/fabric-interconnect #EXECモードから scope
fabric-interconnectコマンド

ファブリックインターコネク

ト

/fc-uplink #EXECモードから scope
fc-uplinkコマンド

ファイバチャネルアップリン

ク

/firmware #EXECモードから scope
firmwareコマンド

ファームウェア

   Cisco UCS Manager CLI コマンドリファレンスリリース 1.3(1)
46 OL-22880-03-J  

Cisco UCS Manager CLI の概要
コマンドモード



モードプロンプトアクセスに使用するコマンドモード名

/host-eth-if #EXECモードから scope
host-eth-ifコマンド

ホストイーサネットインター

フェイス

/host-fc-if #EXECモードから scope
host-fc-ifコマンド

ホストファイバチャネルイン

ターフェイス

/monitoring #EXECモードから scope
monitoringコマンド

モニタリング

/org #EXECモードから scope orgコ
マンド

組織

/security #EXECモードから scope security
コマンド

セキュリティ

/server #EXECモードから scope server
コマンド

サーバ

/service-profile #EXECモードから scope
service-profileコマンド

サービスプロファイル

/system #EXECモードから scope system
コマンド

システム

/vhba #EXECモードから scope vhbaコ
マンド

仮想 HBA

/vnic #EXECモードから scope vnicコ
マンド

仮想 NIC

オブジェクトコマンド
オブジェクト管理用に 4つの一般的なコマンドがあります。

• create object

• delete object

• enter object

• scope object

scopeコマンドは、永続的オブジェクトでもユーザイスタンス化オブジェクトでも、すべての管
理対象オブジェクトで使用できます。その他のコマンドを使用して、ユーザインスタンス化オブ
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ジェクトを作成および管理できます。すべての create objectコマンドに対して、対応する delete
objectおよび enter objectコマンドが存在します。

ユーザインスタンス化オブジェクトの管理では、次の表に説明するように、これらのコマンドの

動作はオブジェクトが存在するかどうかによって異なります。

表 4：オブジェクトが存在しない場合のコマンドの動作

動作コマンド

オブジェクトが作成され、該当する場合、そのコ

ンフィギュレーションモードが開始されます。

create object

エラーメッセージが生成されます。delete object

オブジェクトが作成され、該当する場合、そのコ

ンフィギュレーションモードが開始されます。

enter object

エラーメッセージが生成されます。scope object

表 5：オブジェクトが存在する場合のコマンドの動作

動作コマンド

エラーメッセージが生成されます。create object

オブジェクトが削除されます。delete object

該当する場合、オブジェクトのコンフィギュレー

ションモードが開始されます。

enter object

オブジェクトのコンフィギュレーションモード

が開始されます。

scope object

コマンドの完了
任意のモードで Tabキーを使用すると、コマンドを完了できます。コマンド名の一部を入力し
て、Tabキーを押すと、コマンドがすべて表示されるか、別のキーワードを選択するか、引数値
を入力する必要があるところまで表示されます。

コマンド履歴
CLIは、現行のセッションでそれまでに使用されたすべてのコマンドを保存しています。上矢印
キーおよび下矢印キーを使用して、これまでに使用したコマンドをステップすることができます。
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上矢印キーは履歴で直前にあるコマンドに、下矢印キーはその次のコマンドにステップします。

履歴の末尾に到達した場合、下矢印キーを押しても何も起こりません。

履歴内のすべてのコマンドは、履歴をステップして目的のコマンドを再度呼び出し、Enterキーを
押すだけでもう一度実行できます。このコマンドは手動で入力したかのように実行されます。ま

た、コマンドを再度呼び出し、実行する前に変更することもできます。

保留中のコマンドのコミット、破棄、および表示
CLIにコンフィギュレーションコマンドを入力した場合、そのコマンドは commit-bufferコマン
ドを入力するまで、適用されません。コミットされるまで、コンフィギュレーションコマンドは

保留中になり、discard-bufferコマンドを入力して破棄できます。

複数のコマンドモードで保留中の変更を蓄積し、1回の commit-bufferコマンドでまとめてそれ
らを適用できます。保留中のコマンドを表示するには、任意のコマンドモードでshowconfiguration
pendingコマンドを入力します。

複数のコマンドをまとめてコミットすることは、アトミック操作ではありません。いずれか

のコマンドが失敗しても、成功したコマンドは適用されます。失敗したコマンドはエラーメッ

セージで報告されます。

（注）

コマンドが保留中の場合、コマンドプロンプトの前にアスタリスク（*）が表示されます。次の
例に示すように、commit-bufferコマンドを入力すると、アスタリスクが消去されます。
switch-1# scope chassis 1
switch-1 /chassis # enable locator-led
switch-1 /chassis* # show configuration pending
scope chassis 1
+ enable locator-led
exit
switch-1 /chassis* # commit-buffer
switch-1 /chassis #

CLI に関するオンラインヘルプ
疑問符（?）文字を入力すれば、いつでもコマンド構文の現在の状態で使用可能なオプションが表
示されます。プロンプトに何も入力しなかった場合、?と入力すると、そのときのモードで使用
できるコマンドがすべて表示されます。コマンドの一部を入力した場合、?と入力すると、コマ
ンド構文のそのときの位置で使用できるキーワードと引数がすべて表示されます。
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コマンド

• acknowledge chassis, 77 ページ

• acknowledge fault, 78 ページ

• acknowledge server, 79 ページ

• acknowledge slot, 80 ページ

• activate firmware, 81 ページ

• activate firmware（ファブリック）, 83 ページ

• add alertgroups, 85 ページ

• add backup action, 87 ページ

• add privilege, 89 ページ

• associate server, 92 ページ

• associate server-pool, 93 ページ

• backup sel, 94 ページ

• cd, 95 ページ

• clear alertgroups, 97 ページ

• clear backup action, 98 ページ

• clear cores, 99 ページ

• clear license, 100 ページ

• clear sel, 102 ページ

• clear sshkey, 103 ページ

• cluster force primary, 105 ページ

• cluster lead, 106 ページ

• commit-buffer, 108 ページ
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• connect adapter, 109 ページ

• connect bmc, 110 ページ

• connect clp, 111 ページ

• connect iom, 112 ページ

• connect local-mgmt, 113 ページ

• connect nxos, 114 ページ

• copy, 115 ページ

• create adapter, 117 ページ

• create backup, 118 ページ

• create bios-policy, 120 ページ

• create block, 121 ページ

• create boot-definition, 123 ページ

• create boot-policy, 124 ページ

• create cap-qual, 125 ページ

• create certreq, 127 ページ

• create chassis, 129 ページ

• create class chassis-stats, 130 ページ

• create class cmc-stats, 131 ページ

• create class cpu-env-stats, 132 ページ

• create class dimm-stats, 133 ページ

• create class ether-error-stats, 134 ページ

• create class ether-if-stats, 135 ページ

• create class ether-loss-stats, 136 ページ

• create class ethernet-port-err-stats, 137 ページ

• create class ethernet-port-multicast-stats, 138 ページ

• create class ethernet-port-over-under-sized-stats, 139 ページ

• create class ethernet-port-stats, 140 ページ

• create class ethernet-port-stats-by-size-large-packets, 141 ページ

• create class ethernet-port-stats-by-size-small-packets, 142 ページ

• create class ether-rx-stats, 143 ページ

• create class ether-tx-stats, 144 ページ
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• create class fan-module-stats, 145 ページ

• create class fan-stats, 146 ページ

• create class fc-error-stats, 147 ページ

• create class fc-if-event-stats, 148 ページ

• create class fc-if-fc4-counters, 149 ページ

• create class fc-if-frame-stats, 150 ページ

• create class fc-port-stats, 151 ページ

• create class fc-stats, 152 ページ

• create class mb-power-stats, 153 ページ

• create class mb-temp-stats, 154 ページ

• create class memory-runtime, 155 ページ

• create class menlo-dce-port-stats, 156 ページ

• create class menlo-eth-error-stats, 157 ページ

• create class menlo-eth-stats, 158 ページ

• create class menlo-fc-error-stats, 159 ページ

• create class menlo-fc-stats, 160 ページ

• create class menlo-host-port-stats, 161 ページ

• create class menlo-mcpu-error-stats, 162 ページ

• create class menlo-mcpu-stats, 163 ページ

• create class menlo-net-eg-stats, 164 ページ

• create class menlo-net-in-stats, 165 ページ

• create class menlo-q-error-stats, 166 ページ

• create class menlo-q-stats, 167 ページ

• create class processor-runtime, 168 ページ

• create class psu-input-stats, 169 ページ

• create class psu-stats, 170 ページ

• create class system-stats, 171 ページ

• create client, 172 ページ

• create class vnic-stats, 173 ページ

• create cpu, 174 ページ

• create data-center, 175 ページ
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• create default-behavior, 176 ページ

• create destination, 177 ページ

• create distributed-virtual-switch, 178 ページ

• create dns, 180 ページ

• create dynamic-vnic-conn, 181 ページ

• create dynamic-vnic-conn-policy, 182 ページ

• create egress-policy, 183 ページ

• create epuser, 184 ページ

• create eth-if, 185 ページ

• create eth-policy, 186 ページ

• create fcoe-if, 187 ページ

• create fc-policy, 188 ページ

• create folder, 189 ページ

• create fw-host-pack, 190 ページ

• create fw-mgmt-pack, 191 ページ

• create hv-conn, 192 ページ

• create import-config, 193 ページ

• create initiator, 195 ページ

• create interface, 196 ページ

• create ipmi-access-profile, 197 ページ

• create keyring, 198 ページ

• create lan, 199 ページ

• create local, 200 ページ

• create local-disk-config, 201 ページ

• create local-disk-config-policy, 202 ページ

• create locale, 203 ページ

• create local-user, 204 ページ

• create mac-pool, 205 ページ

• create mac-security, 206 ページ

• create member-port, 207 ページ

• create memory, 209 ページ
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• create ntp-server, 210 ページ

• create nwctrl-policy, 211 ページ

• create org, 212 ページ

• create org-ref, 213 ページ

• create pack-image, 215 ページ

• create path, 217 ページ

• create physical-qual, 219 ページ

• create pin-group, 220 ページ

• create policy, 221 ページ

• create pooling-policy, 223 ページ

• create port-channel, 224 ページ

• create port-profile（イーサネットアップリンク）, 225 ページ

• create port-profile（プロファイルセット）, 226 ページ

• create processor, 228 ページ

• create profile, 230 ページ

• create qos-policy, 231 ページ

• create role, 232 ページ

• create san-image, 233 ページ

• create scrub-policy, 234 ページ

• create server, 235 ページ

• create server-autoconfig-policy, 237 ページ

• create server-disc-policy, 238 ページ

• create server-inherit-policy, 239 ページ

• create server-pool, 240 ページ

• create server-qual, 241 ページ

• create service-profile, 242 ページ

• create slot, 244 ページ

• create snmp-trap, 245 ページ

• create snmp-user, 246 ページ

• create sol-config, 247 ページ

• create sol-policy, 248 ページ
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• create stats-threshold-policy, 249 ページ

• create storage, 250 ページ

• create threshold-value, 251 ページ

• create trustpoint, 253 ページ

• create uuid-suffix-pool, 254 ページ

• create vcenter, 255 ページ

• create vcon, 256 ページ

• create vcon-policy, 257 ページ

• create vhba, 258 ページ

• create vhba-templ, 260 ページ

• create virtual-media, 262 ページ

• create vlan, 263 ページ

• create vlan（ポートプロファイル）, 264 ページ

• create vnic, 265 ページ

• create vnic-egress-policy, 267 ページ

• create vnic-templ, 268 ページ

• create vsan, 270 ページ

• create wwn-pool, 272 ページ

• cycle, 273 ページ

• decommission chassis, 274 ページ

• decommission server, 275 ページ

• delete adapter, 276 ページ

• delete backup, 277 ページ

• delete block, 278 ページ

• delete boot-definition, 279 ページ

• delete boot-policy, 280 ページ

• delete certreq, 281 ページ

• delete chassis, 282 ページ

• delete class chassis-stats, 283 ページ

• delete class cpu-env-stats, 284 ページ

• delete class dimm-stats, 285 ページ
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• delete class ether-error-stats, 286 ページ

• delete class ether-if-stats, 287 ページ

• delete class ether-loss-stats, 288 ページ

• delete class ethernet-port-err-stats, 289 ページ

• delete class ethernet-port-multicast-stats, 290 ページ

• delete class ethernet-port-over-under-sized-stats, 291 ページ

• delete class ethernet-port-stats, 292 ページ

• delete class ethernet-port-stats-by-size-large-packets, 293 ページ

• delete class ethernet-port-stats-by-size-small-packets, 294 ページ

• delete class ether-rx-stats, 295 ページ

• delete class ether-tx-stats, 296 ページ

• delete client, 297 ページ

• delete cpu, 298 ページ

• delete data-center, 299 ページ

• delete default-behavior, 300 ページ

• delete destination, 301 ページ

• delete distributed-virtual-switch, 302 ページ

• delete dns, 303 ページ

• delete dynamic-vnic-conn, 304 ページ

• delete dynamic-vnic-conn-policy, 305 ページ

• delete egress-policy, 306 ページ

• delete epuser, 307 ページ

• delete eth-if, 308 ページ

• delete eth-policy, 309 ページ

• delete fc-policy, 310 ページ

• delete folder, 311 ページ

• delete image, 312 ページ

• delete import-config, 314 ページ

• delete initiator, 315 ページ

• delete interface, 316 ページ

• delete ipmi-access-profile, 317 ページ
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• delete keyring, 318 ページ

• delete lan, 319 ページ

• delete local, 320 ページ

• delete locale, 321 ページ

• delete local-disk-config, 322 ページ

• delete local-user, 323 ページ

• delete mac-pool, 324 ページ

• delete mac-security, 325 ページ

• delete member-port, 326 ページ

• delete memory, 328 ページ

• delete nwctrl-policy, 329 ページ

• delete org-ref, 330 ページ

• delete path, 331 ページ

• delete physical-qual, 332 ページ

• delete pin-group, 333 ページ

• delete policy, 334 ページ

• delete pooling-policy, 336 ページ

• delete port-channel, 337 ページ

• delete port-profile（プロファイルセット）, 338 ページ

• delete processor, 339 ページ

• delete qos-policy, 340 ページ

• delete role, 341 ページ

• delete scrub-policy, 342 ページ

• delete server, 343 ページ

• delete server-disc-policy, 344 ページ

• delete server-pool, 345 ページ

• delete server-qual, 346 ページ

• delete storage, 347 ページ

• delete target, 348 ページ

• delete threshold-value, 349 ページ

• delete trustpoint, 351 ページ
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• delete uuid-suffix-pool, 352 ページ

• delete vcenter, 353 ページ

• delete vcon, 354 ページ

• delete vcon-policy, 355 ページ

• delete vhba, 356 ページ

• delete vlan, 357 ページ

• delete vnic, 358 ページ

• delete vnic-templ, 359 ページ

• delete vsan, 360 ページ

• delete wwn-pool, 361 ページ

• dir, 362 ページ

• disable（分散仮想スイッチ）, 364 ページ

• disable cdp, 365 ページ

• disable cimxml, 366 ページ

• disable core-export-target, 367 ページ

• disable http, 368 ページ

• disable https, 369 ページ

• disable locator-led, 370 ページ

• disable snmp, 371 ページ

• disable syslog, 372 ページ

• disable telnet-server, 374 ページ

• disassociate, 375 ページ

• discard-buffer, 376 ページ

• download image, 377 ページ

• enable（分散仮想スイッチ）, 378 ページ

• enable cdp, 379 ページ

• enable cimxml, 380 ページ

• enable cluster, 381 ページ

• enable core-export-target, 383 ページ

• enable http, 384 ページ

• enable https, 385 ページ
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• enable locator-led, 386 ページ

• enable snmp, 387 ページ

• enable syslog, 388 ページ

• enable telnet-server, 390 ページ

• enter adapter, 391 ページ

• enter chassis, 392 ページ

• enter class cpu-env-stats, 393 ページ

• enter class ethernet-port-err-stats, 394 ページ

• enter class ethernet-port-multicast-stats, 395 ページ

• enter class ethernet-port-over-under-sized-stats, 396 ページ

• enter class ethernet-port-stats, 397 ページ

• enter class ethernet-port-stats-by-size-large-packets, 398 ページ

• enter class ethernet-port-stats-by-size-small-packets, 399 ページ

• enter client, 400 ページ

• enter data-center, 401 ページ

• enter default-behavior, 402 ページ

• enter distributed-virtual-switch, 403 ページ

• enter dynamic-vnic-conn, 405 ページ

• enter dynamic-vnic-conn-policy, 406 ページ

• enter eth-policy, 407 ページ

• enter fc-policy, 408 ページ

• enter folder, 409 ページ

• enter memory, 410 ページ

• enter nwctrl-policy, 411 ページ

• enter policy, 412 ページ

• enter processor, 414 ページ

• enter qos-policy, 415 ページ

• enter storage, 416 ページ

• enter threshold-value, 417 ページ

• enter vcenter, 419 ページ

• enter vcon, 420 ページ
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• enter vcon-policy, 421 ページ

• enter vlan, 422 ページ

• enter vlan（ポートプロファイル）, 423 ページ

• erase configuration, 424 ページ

• erase-log-config, 425 ページ

• install-license, 426 ページ

• ls, 428 ページ

• mkdir, 430 ページ

• move, 432 ページ

• ping, 434 ページ

• power, 436 ページ

• pwd, 437 ページ

• reboot, 439 ページ

• recommission chassis, 440 ページ

• recover-bios, 441 ページ

• remove alertgroups, 443 ページ

• remove backup action, 445 ページ

• remove privilege, 447 ページ

• remove server, 450 ページ

• reset, 451 ページ

• reset pers-bind, 453 ページ

• reset-cmos, 454 ページ

• rmdir, 455 ページ

• run-script, 457 ページ

• save, 459 ページ

• scope adapter, 460 ページ

• scope backup, 461 ページ

• scope block, 462 ページ

• scope bmc, 463 ページ

• scope boardcontroller, 464 ページ

• scope boot-definition, 465 ページ
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• scope boot-policy, 466 ページ

• scope capability, 467 ページ

• scope cap-qual, 468 ページ

• scope cat-updater, 470 ページ

• scope cert-store, 472 ページ

• scope chassis, 473 ページ

• scope chassis-disc-policy, 474 ページ

• scope cimc, 475 ページ

• scope class cpu-env-stats, 476 ページ

• scope class ethernet-port-err-stats, 477 ページ

• scope class ethernet-port-multicast-stats, 478 ページ

• scope class ethernet-port-over-under-sized-stats, 479 ページ

• scope class ethernet-port-stats, 480 ページ

• scope class ethernet-port-stats-by-size-large-packets, 481 ページ

• scope class ethernet-port-stats-by-size-small-packets, 482 ページ

• scope client, 483 ページ

• scope data-center, 485 ページ

• scope default-behavior, 486 ページ

• scope distributed-virtual-switch, 487 ページ

• scope dynamic-vnic-conn, 489 ページ

• scope egress-policy, 490 ページ

• scope eth-best-effort, 491 ページ

• scope eth-classified, 492 ページ

• scope eth-policy, 493 ページ

• scope eth-server, 494 ページ

• scope eth-uplink, 495 ページ

• scope extension-key, 496 ページ

• scope fabric, 497 ページ

• scope fabric-interconnect, 498 ページ

• scope fc-policy, 499 ページ

• scope fc-uplink, 500 ページ
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• scope firmware, 501 ページ

• scope flow-control, 502 ページ

• scope folder, 503 ページ

• scope import-config, 504 ページ

• scope iom, 505 ページ

• scope ipmi-access-profile, 507 ページ

• scope ldap, 508 ページ

• scope locale, 509 ページ

• scope monitoring, 510 ページ

• scope nwctrl-policy, 511 ページ

• scope org, 512 ページ

• scope policy, 513 ページ

• scope port-channel, 515 ページ

• scope port-profile, 516 ページ

• scope profile-set, 517 ページ

• scope psu-policy, 518 ページ

• scope qos, 519 ページ

• scope qos-policy, 520 ページ

• scope radius, 521 ページ

• scope role, 522 ページ

• scope security, 523 ページ

• scope server, 524 ページ

• scope server-qual, 525 ページ

• scope services, 526 ページ

• scope snmp-user, 527 ページ

• scope system, 528 ページ

• scope tacacs, 529 ページ

• scope threshold-value, 530 ページ

• scope vcenter, 532 ページ

• scope vcon-policy, 533 ページ

• scope vhba, 534 ページ
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• scope vhba-templ, 535 ページ

• scope virtual-machine, 536 ページ

• scope vlan, 537 ページ

• scope vm-mgmt, 538 ページ

• scope vmware, 539 ページ

• scope vnic, 540 ページ

• scope vnic-templ, 541 ページ

• scope wwn-pool, 542 ページ

• send, 543 ページ

• send-syslog, 544 ページ

• send-test-alert, 546 ページ

• set action, 549 ページ

• set adaptor-profile, 551 ページ

• set adminstate, 552 ページ

• set admin-state, 554 ページ

• set admin-vcon, 555 ページ

• set aes-128, 556 ページ

• set agent-policy, 557 ページ

• set alertgroups, 558 ページ

• set all, 560 ページ

• set arch, 562 ページ

• set attribute, 564 ページ

• set auth, 565 ページ

• set authentication console, 566 ページ

• set authentication default, 567 ページ

• set authport, 568 ページ

• set backup action, 569 ページ

• set backup clear-on-backup, 571 ページ

• set backup destination, 572 ページ

• set backup format, 574 ページ

• set backup hostname, 575 ページ
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• set backup interval, 576 ページ

• set backup password, 578 ページ

• set backup protocol, 579 ページ

• set backup remote-path, 581 ページ

• set backup user, 582 ページ

• set basedn, 583 ページ

• set binddn, 584 ページ

• set bios-settings-scrub, 585 ページ

• set blocksize, 587 ページ

• set boot-policy, 588 ページ

• set cert, 589 ページ

• set certchain, 590 ページ

• set certificate, 591 ページ

• set cimxml port, 592 ページ

• set clear-action, 593 ページ

• set cli suppress-field-spillover, 594 ページ

• set cli suppress-headers, 596 ページ

• set cli table-field-delimiter, 598 ページ

• set clock（メモリ）, 600 ページ

• set clock（システム）, 601 ページ

• set collection-interval, 602 ページ

• set community, 604 ページ

• set comp-queue count, 605 ページ

• set console-redir-config baud-rate, 606 ページ

• set console-redir-config console-redir, 608 ページ

• set contact, 610 ページ

• set contract-id, 611 ページ

• set core-export-target path, 612 ページ

• set core-export-target port, 613 ページ

• set core-export-target server-description, 614 ページ

• set core-export-target server-name, 615 ページ
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• set cos, 616 ページ

• set customer-id, 617 ページ

• set data-center, 618 ページ

• set data-center-folder, 619 ページ

• set deescalating, 620 ページ

• set default-net, 622 ページ

• set descr, 624 ページ

• set description, 626 ページ

• set descr（vConポリシー）, 627 ページ

• set destination org, 628 ページ

• set disk-scrub, 629 ページ

• set domain-name, 631 ページ

• set drop, 632 ページ

• set dvs, 633 ページ

• set dynamic-eth, 634 ページ

• set email, 635 ページ

• set enforce-vnic-name, 636 ページ

• set enhanced-intel-speedstep-config, 637 ページ

• set error-recovery error-detect-timeout, 639 ページ

• set error-recovery fcp-error-recovery, 640 ページ

• set error-recovery link-down-timeout, 641 ページ

• set error-recovery port-down-io-retry-count, 642 ページ

• set error-recovery port-down-timeout, 643 ページ

• set error-recovery resource-allocation-timeout, 644 ページ

• set escalating, 645 ページ

• set expiration, 647 ページ

• set fabric, 649 ページ

• set failover timeout, 651 ページ

• set fc-if name, 652 ページ

• set fcoe-vlan, 653 ページ

• set file size, 654 ページ
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• set filter, 655 ページ

• set firstname, 656 ページ

• set flap-interval, 657 ページ

• set flow-control-policy, 658 ページ

• set folder, 659 ページ

• set forged-transmit, 660 ページ

• set format, 661 ページ

• set from-email, 663 ページ

• set host, 664 ページ

• set host-fw-policy, 665 ページ

• set hostname, 666 ページ

• set hostname, 667 ページ

• set http port, 668 ページ

• set https keyring, 669 ページ

• set https port, 670 ページ

• set hyper-threading-config, 671 ページ

• set identity dynamic-mac, 673 ページ

• set identity dynamic-uuid, 674 ページ

• set identity dynamic-wwnn, 675 ページ

• set identity dynamic-wwpn, 676 ページ

• set identity mac-pool, 678 ページ

• set identity uuid-suffix-pool, 679 ページ

• set identity wwnn-pool, 680 ページ

• set identity wwpn-pool, 681 ページ

• set intel-turbo-boost-config, 682 ページ

• set intel-vt-config, 684 ページ

• set intel-vt-directed-io-config, 686 ページ

• set interrupt coalescing-time, 688 ページ

• set interrupt coalescing-type, 689 ページ

• set interrupt count, 690 ページ

• set interrupt mode, 691 ページ
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• set interval-days, 693 ページ

• set ipmi-access-profile, 695 ページ

• set key（サーバ）, 696 ページ

• set key（拡張キー）, 697 ページ

• set lastname, 698 ページ

• set level, 699 ページ

• set local-disk-policy, 701 ページ

• set lun, 702 ページ

• set lv-dimm-support-config, 703 ページ

• set mac aging, 705 ページ

• set mac-pool, 706 ページ

• set maxcap, 707 ページ

• set maxcores, 708 ページ

• set max-field-size, 709 ページ

• set maximum, 710 ページ

• set max-ports, 711 ページ

• set maxprocs, 713 ページ

• set maxsize, 714 ページ

• set maxthreads, 715 ページ

• set memory-mirroring-mode, 716 ページ

• set memory-ras-config, 718 ページ

• set mgmt-fw-policy, 720 ページ

• set mincap, 721 ページ

• set mincores, 722 ページ

• set minprocs, 723 ページ

• set minthreads, 724 ページ

• set mode（イーサネットアップリンク）, 725 ページ

• set mode（ファームウェアパック）, 726 ページ

• set mode（ローカルディスク）, 727 ページ

• set model-regex, 729 ページ

• set module, 731 ページ
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• set modulus, 733 ページ

• set mtu, 734 ページ

• set mtu（イーサネットベストエフォート）, 735 ページ

• set mtu（vNIC）, 737 ページ

• set multicast-optimize, 738 ページ

• set multicastoptimize（イーサネットベストエフォート）, 739 ページ

• set name, 740 ページ

• set native, 741 ページ

• set normal-value, 742 ページ

• set numa-config, 744 ページ

• set numberofblocks, 746 ページ

• set nw-control-policy, 747 ページ

• set offload large-receive, 748 ページ

• set offload tcp-rx-checksum, 749 ページ

• set offload tcp-segment, 750 ページ

• set offload tcp-tx-checksum, 751 ページ

• set order（デバイスのブート順序）, 752 ページ

• set order（vHBAの PCIスキャン順序）, 754 ページ

• set order（vNICの相対順序）, 755 ページ

• set out-of-band, 756 ページ

• set password, 758 ページ

• set password（SNMPユーザ）, 760 ページ

• set path, 761 ページ

• set perdiskcap, 762 ページ

• set pers-bind, 763 ページ

• set phone, 764 ページ

• set phone-contact, 765 ページ

• set pin-group, 766 ページ

• set pool, 768 ページ

• set port, 769 ページ

• set port io-throttle-count, 771 ページ
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• set port max-field-size, 772 ページ

• set port max-luns, 773 ページ

• set port-f-logi retries, 774 ページ

• set port-f-logi timeout, 775 ページ

• set port-p-logi retries, 776 ページ

• set port-p-logi timeout, 777 ページ

• set power-budget committed, 778 ページ

• set preserve-pooled-values, 779 ページ

• set prio, 780 ページ

• set privilege, 782 ページ

• set priv-password, 783 ページ

• set processor-c3-report-config, 784 ページ

• set processor-c6-report-config, 786 ページ

• set protocol, 788 ページ

• set qos-policy, 790 ページ

• set qualifier, 791 ページ

• set quiet-boot-config, 792 ページ

• set rate, 793 ページ

• set reboot-on-update, 795 ページ

• set receive, 796 ページ

• set recv-queue count, 797 ページ

• set recv-queue ring-size, 798 ページ

• set redundancy, 799 ページ

• set regenerate, 801 ページ

• set remote-file, 802 ページ

• set reply-to-email, 803 ページ

• set reporting-interval, 804 ページ

• set resume-ac-on-power-loss-config, 805 ページ

• set retention-interval, 807 ページ

• set retries, 809 ページ

• set rootdn, 810 ページ
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• set rss receivesidescaling, 811 ページ

• set scrub-policy, 812 ページ

• set scsi-io count, 813 ページ

• set scsi-io ring-size, 814 ページ

• set send, 815 ページ

• set send-periodically, 816 ページ

• set server, 818 ページ

• set site-id, 819 ページ

• set size, 820 ページ

• set snmp community, 821 ページ

• set sol-policy, 822 ページ

• set speed, 823 ページ

• set src-templ-name, 825 ページ

• set sshkey, 826 ページ

• set ssl, 827 ページ

• set stats-policy, 828 ページ

• set stepping, 829 ページ

• set street-address, 830 ページ

• set switch-priority, 831 ページ

• set syslog console, 833 ページ

• set syslog file, 835 ページ

• set syslog min-level, 837 ページ

• set syslog monitor, 839 ページ

• set syslog remote-destination, 841 ページ

• set target, 843 ページ

• set template, 845 ページ

• set template-name, 846 ページ

• set throttling, 847 ページ

• set timeofday-hour, 848 ページ

• set timeofday-minute, 850 ページ

• set timeout, 852 ページ
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• set timezone, 853 ページ

• set trans-queue count, 855 ページ

• set trans-queue ring-size, 856 ページ

• set trustpoint, 857 ページ

• set type（バックアップ）, 858 ページ

• set type（パーティション）, 859 ページ

• set type（テンプレート）, 861 ページ

• set units, 863 ページ

• set uplink-fail-action, 864 ページ

• set user, 866 ページ

• set userid, 867 ページ

• set user-label, 868 ページ

• set uuid-prefix, 869 ページ

• set v3privilege, 870 ページ

• set vcon, 871 ページ

• set vcon-profile, 873 ページ

• set version, 874 ページ

• set version（SNMPトラップ）, 875 ページ

• set vhba, 876 ページ

• set virtual-ip, 877 ページ

• set vnic, 878 ページ

• set weight, 879 ページ

• set width, 880 ページ

• set work-queue count, 881 ページ

• set work-queue ring-size, 882 ページ

• set wwn, 884 ページ

• set wwpn-pool, 885 ページ

• show activate status, 886 ページ

• show adapter, 887 ページ

• show assoc, 889 ページ

• show audit-logs, 890 ページ
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• show authentication, 892 ページ

• show backup, 893 ページ

• show backup（エンドポイントログポリシー）, 895 ページ

• show bios, 897 ページ

• show bmc, 898 ページ

• show boot-definition, 900 ページ

• show boot-order, 901 ページ

• show boot-policy, 902 ページ

• show callhome, 904 ページ

• show cap-qual, 906 ページ

• show cat-updater, 908 ページ

• show certreq, 909 ページ

• show chassis, 911 ページ

• show cimc, 913 ページ

• show cimxml, 915 ページ

• show class cpu-stats, 916 ページ

• show class ethernet-port-err-stats, 917 ページ

• show class ethernet-port-multicast-stats, 918 ページ

• show class ethernet-port-over-under-sized-stats, 919 ページ

• show class ethernet-port-stats, 920 ページ

• show class ethernet-port-stats-by-size-large-packets, 921 ページ

• show class ethernet-port-stats-by-size-small-packets, 922 ページ

• show cli, 923 ページ

• show clock（システム）, 925 ページ

• show cluster, 926 ページ

• show connectivity, 927 ページ

• show core-export-target, 928 ページ

• show cores, 929 ページ

• show cpu, 931 ページ

• show destination, 932 ページ

• show disk, 934 ページ
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• show distributed-virtual-switch, 936 ページ

• show dns, 937 ページ

• show download-task, 938 ページ

• show dynamic-conn-policy, 940 ページ

• show egress-policy, 942 ページ

• show environment, 943 ページ

• show epuser, 945 ページ

• show error-recovery, 947 ページ

• show eth-classified, 948 ページ

• show eth-if, 950 ページ

• show eth-profile, 952 ページ

• show eth-uplink, 954 ページ

• show event, 956 ページ

• show extension-key, 958 ページ

• show ext-eth-if, 959 ページ

• show ext-ipv6-rss-hash, 961 ページ

• show fabric, 962 ページ

• show fabric-interconnect, 964 ページ

• show fabric-interconnect inventory, 966 ページ

• show fabric-interconnect mode, 968 ページ

• show failover, 969 ページ

• show fan, 970 ページ

• show fan-module, 972 ページ

• show fault policy, 974 ページ

• show fc, 975 ページ

• show fc-if, 976 ページ

• show fc-profile, 977 ページ

• show identity（サーバ）, 979 ページ

• show identity（サービスプロファイル）, 980 ページ

• show identity mac-addr, 981 ページ

• show identity uuid, 983 ページ
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• show identity wwn, 985 ページ

• show license brief, 987 ページ

• show license default, 988 ページ

• show license file, 989 ページ

• show license host-id, 990 ページ

• show license usage, 991 ページ

• show nwctrl-policy, 993 ページ

• show power-budget, 994 ページ

• show psu-policy, 995 ページ

• show security fsm status, 996 ページ

• show sel, 997 ページ

• show server actual-boot-order, 999 ページ

• show server adapter, 1001 ページ

• show server adapter identity, 1003 ページ

• show server adapter inventory, 1005 ページ

• show server adapter layer2, 1007 ページ

• show server adapter status, 1008 ページ

• show server boot-order, 1010 ページ

• show server cpu, 1012 ページ

• show server identity, 1014 ページ

• show snmp-user, 1016 ページ

• show sshkey, 1017 ページ

• show stats mb-power-stats, 1019 ページ

• show vcenter, 1020 ページ

• show vcon, 1021 ページ

• show vcon-policy, 1022 ページ

• show virtual-machine, 1023 ページ

• ssh, 1024 ページ

• tail-mgmt-log, 1026 ページ

• telnet, 1028 ページ

• terminal length, 1030 ページ
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• terminal monitor, 1031 ページ

• terminal session-timeout, 1032 ページ

• terminal width, 1033 ページ

• top, 1034 ページ

• traceroute, 1035 ページ

• up, 1037 ページ

• update catalog, 1038 ページ

• update firmware, 1040 ページ

• where, 1041 ページ
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acknowledge chassis
シャーシに対する確認応答を行うには、 acknowledge chassis コマンドを使用します。

acknowledge chassis id

___________________
シンタックスの説明

シャーシ ID番号。有効な値の範囲は 1～ 255です。id

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 任意のコマンドモード

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、ネットワーク内のデバイスの存在を確認します。たとえば、最近作動

させたシャーシに対して確認応答を行い、そのシャーシが存在することを確認できます。

___________________
例 次の例は、シャーシに対して確認応答を行う方法を示しています。

switch-A# acknowledge chassis 10
switch-A* # commit-buffer
switch-A #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show chassis

show server
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acknowledge fault
障害に対して確認応答を行うには、 acknowledge fault コマンドを使用します。

acknowledge fault id

___________________
シンタックスの説明

障害の ID番号。有効な値の範囲は 0～ 9223372036854775807です。id

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 任意のコマンドモード

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例は、障害に対して確認応答を行う方法を示しています。

switch-A# acknowledge fault 1
switch-A* # commit-buffer
switch-A #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show cli

show fault
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acknowledge server
サーバに対して確認応答を行うには、 acknowledge server コマンドを使用します。

acknowledge server {chassis-id / blade-id | slot-id }

___________________
シンタックスの説明

シャーシおよびブレードの ID番号。chassis-id / blade-id

スロットの ID番号。有効な値の範囲は 1～ 8
です。

slot-id

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 任意のコマンドモード

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、ネットワーク内のデバイスの存在を確認します。たとえば、最近作動

させたサーバに対して確認応答を行い、そのサーバが存在することを確認できます。 slot -idは
/chassisモードでだけ使用できます。

___________________
例 次の例は、/chassisモードでサーバに対して確認応答を行う方法を示しています。

switch-A# scope chassis 1
switch-A /chassis # acknowledge server 2
switch-A /chassis* # commit-buffer
switch-A /chassis #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show chassis

show server
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acknowledge slot
スロットに対して確認応答を行うには、 acknowledge slot コマンドを使用します。

acknowledge slot {chassis-id / blade-id | slot-id}

___________________
シンタックスの説明

サーバの ID番号。chassis-id / blade-id

スロットの ID番号。有効な値の範囲は 1～ 8です。slot-id

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 任意のコマンドモード

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、ネットワーク内のデバイスの存在を確認します。たとえば、slot -idを

使用して最近作動させたシャーシに対して確認応答を行い、そのシャーシが存在することを確認

できます。 slot -idは /chassisモードでだけ使用できます。

___________________
例 次の例は、/chassisモードでストッロに対して確認応答を行う方法を示しています。

switch-A# scope chassis 1
switch-A /chassis # acknowledge slot 1
switch-A /chassis* # commit-buffer
switch-A /chassis #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show server

show slot
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activate firmware
デバイスのファームウェアをアクティブ化するには、 activate firmware コマンドを使用します。

activate firmware version [ignorecompcheck] [set-startup-only]+

___________________
シンタックスの説明

ファームウェアバージョン。version

（任意）互換性チェックの結果を無視します。ignorecompcheck

（任意）次の起動時にだけファームウェアをアクティブ化しま

す。

set-startup-only

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ボードコントローラ（/chassis/system/boardcontroller）

入出力モジュール（/chassis/iom）

システム（/system）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン ファームウェアをアクティブ化するときに自動互換性チェックの結果を無視するには、

ignorecompcheckキーワードを使用します。

指定した出入力モジュール（IOM）のファームウェアバージョンを次の IOMの起動時にだけアク
ティブ化するには、set-startup-onlyキーワードを使用します。この時点ではシステムは再起動さ
れません。このキーワードは IOMコマンドモードだけで使用できます。

___________________
例 次の例は、互換性チェックを無視して特定のバージョンのシステムソフトウェアをアクティブ化

する方法を示しています。

switch-A# scope system
switch-A /system # activate firmware 3.0 ignorecompcheck
switch-A /system* # commit-buffer
switch-A /system #
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

show firmware

show version
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activate firmware（ファブリック）
ファブリックインターコネクトでカーネルまたはシステムファームウェアをアクティブ化するに

は、activate firmwareコマンドを使用します。

activate firmware { kernel-version kernel-version | system-version system-version } [ignorecompcheck]
[force]+

___________________
シンタックスの説明

スイッチのカーネルファームウェアを指定します。kernel-version

カーネルファームウェアのバージョンです。kernel-version

スイッチのシステムファームウェアを指定します。system-version

システムファームウェアのバージョンです。system-version

（任意）互換性チェックの結果を無視します。ignorecompcheck

（任意）強制的にアップグレードします。force

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ファブリックインターコネクト（/fabric）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン ファームウェアをアクティブ化するときに自動互換性チェックの結果を無視するには、

ignorecompcheckキーワードを使用します。

___________________
例 次の例は、ファブリックインターコネクト Aで互換性チェックを無視して特定のバージョンの

カーネルソフトウェアをアクティブ化する方法を示しています。

switch-A# scope fabric a
switch-A /fabric # activate firmware kernel-version 3.0 ignorecompcheck
switch-A /fabric* # commit-buffer
switch-A /fabric #
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

show firmware

show version
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add alertgroups
アラートグループをCall Homeプロファイルに追加するには、 add alertgroups コマンドを使用し
ます。

add alertgroups [ ciscotac ] [ diagnostic ] [ environmental ] [ inventory ] [ license ] [ lifecycle ] [ linecard
] [ supervisor ] [ syslogport ] [ system ] [ test ]+

___________________
シンタックスの説明 Cisco Technical Assistance Center（TAC）アラートグループを指定

します。

ciscotac

診断アラートグループを指定します。diagnostic

環境アラートグループを指定します。environmental

コンポーネントアラートグループを指定します。inventory

ライセンスアラートグループを指定します。license

ライフサイクルアラートグループを指定します。lifecycle

ラインカードアラートグループを指定します。linecard

スーパーバイザアラートグループを指定します。supervisor

syslogポートアラートグループを指定します。syslogport

システムアラートグループを指定します。system

テストアラートグループを指定します。test

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード プロファイル（/monitoring/callhome/profile）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)
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___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、Call Homeプロファイル内の既存のアラートグループリストに定義済

みの Call Homeアラートグループをさらに追加できます。

___________________
例 次の例は、既存のCall Homeプロファイルに診断アラートグループおよびライセンスアラートグ

ループを追加する方法を示しています。

switch-A# scope monitoring
switch-A /monitoring # scope callhome

switch-A /monitoring/callhome # scope profile profileOne
switch-A /monitoring/callhome/profile # add alertgroups diagnostic license
switch-A /monitoring/callhome/profile* # commit-buffer
switch-A /monitoring/callhome/profile #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

remove alertgroups

set alertgroups

   Cisco UCS Manager CLI コマンドリファレンスリリース 1.3(1)
86 OL-22880-03-J  

コマンド

add alertgroups



add backup action
システムイベントログのバックアップをトリガーする処理を追加するには、addbackup actionコ
マンドを使用します。

add backup action [log-full] [none] [on-change-of-association] [on-clear] [timer]

___________________
シンタックスの説明

ログがいっぱいになったら、ログをバックアップするように指定し

ます。

log-full

処理を指定しません。none

サーバがアソシエーションを変更したら、ログをバックアップする

ように指定します。

on-change-of-association

ログがクリアされる時に、バックアップするように指定します。on-clear

ログを一定間隔でバックアップするように指定します。timer

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード エンドポイントログポリシー（/org/ep-log-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、システムイベントログのバックアップをトリガーする処理を追加しま

す。すでに設定済みの処理は保持されます。

___________________
例 次の例は、ログがいっぱいになったときにシステムイベントログのバックアップをトリガーする

処理を追加する方法を示しています。

switch-A# scope org
switch-A /org # scope ep-log-policy sel
switch-A /org/ep-log-policy # add backup action log-full
switch-A /org/ep-log-policy* # commit-buffer
switch-A /org/ep-log-policy #
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

remove backup action

set backup action

show backup
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add privilege
権限を追加するには、 add privilege コマンドを使用します。

add privilege { aaa | admin | ext-lan-config | ext-lan-policy | ext-lan-qos | ext-lan-security | ext-san-config
| ext-san-policy | ext-san-qos | ext-san-security | fault | service-profile-config | service-profile-config-policy
| service-profile-network | service-profile-network-policy | service-profile-qos | service-profile-qos-policy
| service-profile-security | service-profile-security-policy | service-profile-server |
service-profile-server-policy | service-profile-storage | service-profile-storage-policy | operations |
server-equipment | server-maintenance | server-policy | server-security | pod-config | pod-policy | pod-qos
| pod-security | read-only } +

___________________
シンタックスの説明 AAA権限を指定します。aaa

admin権限を指定します。admin

外部 LANの設定権限を指定します。ext-lan-config

外部 LANのポリシー権限を指定します。ext-lan-policy

外部 LANの QoS権限を指定します。ext-lan-qos

外部 LANのセキュリティ権限を指定します。ext-lan-security

外部 SANの設定権限を指定します。ext-san-config

外部 SANのポリシー権限を指定します。ext-san-policy

外部 SANの QoS権限を指定します。ext-san-qos

外部 SANのセキュリティ権限を指定します。ext-san-security

障害権限を指定します。fault

サービスプロファイルの設定権限を指定します。service-profile-config

サービスプロファイルの設定ポリシー権限を指定します。service-profile-config-policy

サービスプロファイルのネットワーク権限を指定します。service-profile-network

サービスプロファイルのネットワークポリシー権限を指定

します。

service-profile-network-policy

サービスプロファイルの QoS権限を指定します。service-profile-qos

サービスプロファイルの QoSポリシー権限を指定します。service-profile-qos-policy
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サービスプロファイルのセキュリティ権限を指定します。service-profile-security

サービスプロファイルのセキュリティポリシー権限を指定

します。

service-profile-security-policy

サービスプロファイルのサーバ権限を指定します。service-profile-server

サービスプロファイルのサーバポリシー権限を指定しま

す。

service-profile-server-policy

サービスプロファイルのストレージ権限を指定します。service-profile-storage

サービスプロファイルのストレージポリシー権限を指定し

ます。

service-profile-storage-policy

操作権限を指定します。operations

サーバ機器権限を指定します。server-equipment

サーバのメンテナンス権限を指定します。server-maintenance

サーバのポリシー権限を指定します。server-policy

サーバのセキュリティ権限を指定します。server-security

ポッドの設定権限を指定します。pod-config

ポッドのポリシー権限を指定します。pod-policy

ポッドの QoS権限を指定します。pod-qos

ポッドのセキュリティ権限を指定します。pod-security

読み取り専用権限を指定します。read-only

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ロール（/security/role）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)
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___________________
例 次の例は、権限を追加する方法を示しています。

switch-A # scope security
switch-A /security # scope role role1
switch-A /security/role # add privilege ext-san-config ext-san-policy ext-san-qos
ext-san-security
switch-A /security/role* # commit-buffer
switch-A /security/role #
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associate server
サーバを関連付けるには、 associate server コマンドを使用します。

associate server chassis-id/blade-id

___________________
シンタックスの説明

シャーシおよびブレードの ID番号。有効な値の範囲は 1～
4294967295です。

chassis-id/blade-id

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード サービスプロファイル（/org/service-profile）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例は、サーバを関連付ける方法を示しています。

switch-A# scope org 1
switch-A /org # scope service-profile 1
switch-A /org/service-profile # associate server 1
switch-A /org/service-profile* # commit-buffer
switch-A /org/service-profile #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show assoc

show server
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associate server-pool
サーバプールをサービスプロファイルに関連付けるには、 associate server-pool コマンドを使用
します。

associate server-pool server-pool [ name ]

___________________
シンタックスの説明

サーバプール名。有効な値の範囲は 1～ 16です。server-pool

（任意）修飾子。有効な値の範囲は 1～ 16です。name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード サービスプロファイル（/org/service-profile）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例は、サーバプールを関連付ける方法を示しています。

switch-A# scope org 1
switch-A /org # scope service-profile 1
switch-A /org/service-profile # associate server-pool 1
switch-A /org/service-profile* # commit-buffer
switch-A /org/service-profile #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show assoc

show server
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backup sel
System Event Log（SEL;システムイベントログ）をバックアップするには、 backup sel コマンド
を使用します。

backup sel server-id

___________________
シンタックスの説明 A/Bの形式でシャーシ番号およびサーバ番号を指定し

ます。

server-id

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 任意のコマンドモード

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、サーバのシステムイベントログ（SEL）をバックアップします。特定

のサーバ（/chassis/server）のコマンドモードでこのコマンドを入力する場合、 server-id を入力し
ないでください。

___________________
例 次の例は、シャーシ 2のサーバ 4の SELをバックアップする方法を示しています。

switch-A# backup sel 2/4
switch-A* # commit-buffer
switch-A#

___________________
関連コマンド 説明コマンド
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cd
ディレクトリを変更するには、ローカル管理コマンドモードで cd コマンドを使用します。

cd {workspace:| [ path ]| volatile:| [ path ]| | [ path ]}

___________________
シンタックスの説明

ワークスペース（フラッシュ）ディレクトリを指

定します。

workspace:

揮発性ディレクトリを指定します。volatile:

絶対パスまたは相対パス。path

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ローカル管理（local-mgmt）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

このコマンドが変更されました。bootflash:キーワードが workspace:
キーワードに置き換えられています。

1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、ローカル管理ポートのコマンドラインで使用できます。 connect local-mgmtコ

マンドを使用して、そのコマンドラインに接続します。

このコマンドはワークスペース（フラッシュ）または揮発性（RAM）ファイルシステムのいずれ
かで実行できます。ファイルシステムを指定するには、パスに workspace:または volatile:キー
ワードを含めます。ファイルシステムを指定しない場合、現在の作業ファイルシステムが表示

されます。

___________________
例 次の例は、ディレクトリを変更する方法を示しています。

switch-A# connect local-mgmt a
Cisco UCS 6100 Series Fabric Interconnect

TAC support: http://www.cisco.com/tac

Copyright (c) 2009, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
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The copyrights to certain works contained herein are owned by
other third parties and are used and distributed under license.
Some parts of this software may be covered under the GNU Public
License or the GNU Lesser General Public License. A copy of
each such license is available at
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html and
http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html

switch-A(local-mgmt)# cd volatile:/temp
Pubs-A(local-mgmt)# pwd
volatile:temp
switch-A(local-mgmt)#
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clear alertgroups
Call Homeプロファイルの選択されたすべてのアラートグループをクリアするには、 clear
alertgroups コマンドを使用します。

clear alertgroups

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード プロファイル（/monitoring/callhome/profile）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、Call Homeプロファイル内でこれまでに構成されたすべてのアラート

グループのリストをクリアします。

___________________
例 次の例は、Call Homeプロファイル内のアラートグループのクリア方法を示しています。

switch-A# scope monitoring
switch-A /monitoring # scope callhome
switch-A /monitoring/callhome # scope profile profileOne
switch-A /monitoring/callhome/profile # clear alertgroups
switch-A /monitoring/callhome/profile* # commit-buffer
switch-A /monitoring/callhome/profile #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

set alertgroups

show policy

show profile
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clear backup action
システムイベントログのバックアップをトリガーする、選択されたすべての処理をクリアするに

は、clear backup actionコマンドを使用します。

clear backup action

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード エンドポイントログポリシー（/org/ep-log-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、システムイベントログのバックアップをトリガーするすべての構成済

みの処理のリストを削除します。

___________________
例 次の例は、システムイベントログのバックアップをトリガーする、すべての選択された処理をク

リアする方法を示しています。

switch-A# scope org
switch-A /org # scope ep-log-policy sel
switch-A /org/ep-log-policy # clear backup action
switch-A /org/ep-log-policy* # commit-buffer
switch-A /org/ep-log-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

set backup action

show backup
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clear cores
コアファイルをクリアするには、 clear cores コマンドを使用します。

clear cores

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード Sysdebug（/monitoring/sysdebug）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン コアファイルはコアダンプのレコードです。コアダンプレコードの情報をクリアするには、

clear coresコマンドを使用します。

___________________
例 次の例は、コアファイルのクリア方法を示しています。

switch-A# scope monitoring
switch-A /monitoring # scope sysdebug
switch-A /monitoring/sysdebug # clear cores
switch-A /monitoring/sysdebug # commit-buffer
switch-A /monitoring/sysdebug #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show alert-groups

show cores
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clear license
ライセンスを削除するには、ローカル管理コマンドモードで clear licenseコマンドを使用します。

clear license license-file-name [force]

___________________
シンタックスの説明

ライセンスファイルの名前。license-file-name

（任意）force

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ローカル管理（local-mgmt）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、ローカル管理コマンドモードでライセンスを削除します。

このコマンドは、ローカルファブリックインターコネクト上でユーザ adminによってのみ実行で
きます。

このコマンドは、ローカル管理ポートのコマンドラインで使用できます。 connect local-mgmtコ
マンドを使用して、そのコマンドラインに接続します。

___________________
例 次の例は、ライセンスの削除方法を示しています。

switch-A# connect local-mgmt a
Cisco UCS 6100 Series Fabric Interconnect

TAC support: http://www.cisco.com/tac

Copyright (c) 2009, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

The copyrights to certain works contained herein are owned by
other third parties and are used and distributed under license.
Some parts of this software may be covered under the GNU Public
License or the GNU Lesser General Public License. A copy of
each such license is available at
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html and
http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html

switch-A(local-mgmt)# clear license FibreChannel.lic
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Clearing license FibreChannel.lic:
SERVER this_host ANY
VENDOR cisco
Enter yes (yes is the default) to continue with the license update.
Do you want to continue? (y/n) y
Clearing license ..done

switch-A(local-mgmt)#

___________________
関連コマンド 説明コマンド

connect local-mgmt

show license brief
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clear sel
システムイベントログ（SEL）の内容をクリアするには、 clear sel コマンドを使用します。

clear sel

構文の説明

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード サーバ（/chassis/server）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、システムイベントログ（SEL）の内容をクリアします。

___________________
例 次の例は、SELの内容をクリアする方法を示しています。

switch-A# scope server 2/4
switch-A /chassis/server # clear sel
switch-A /chassis/server* # commit-buffer
switch-A /chassis/server #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show sel
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clear sshkey
リモートホストの SSH公開キーをキャッシュからクリアするには、ローカル管理モードで clear
sshkey コマンドを使用します。

clear sshkey host-name

___________________
シンタックスの説明

ホスト名または IPアドレス。 IPアドレスは A.B.C.Dの形式で指定し
ます。

host-name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ローカル管理（local-mgmt）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、SSHをサポートするリモートホストのSSH公開キーをキャッシュから

クリアします。

このコマンドは、ローカル管理ポートのコマンドラインで使用できます。 connect local-mgmtコ
マンドを使用して、そのコマンドラインに接続します。

___________________
例 次の例は、リモートホストから SSH公開キーをクリアする方法を示しています。

switch-A # connect local-mgmt a
Cisco UCS 6100 Series Fabric Interconnect

TAC support: http://www.cisco.com/tac

Copyright (c) 2009, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

The copyrights to certain works contained herein are owned by
other third parties and are used and distributed under license.
Some parts of this software may be covered under the GNU Public
License or the GNU Lesser General Public License. A copy of
each such license is available at
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html and
http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html

switch-A(local-mgmt)# clear sshkey 192.0.2.111
switch-A(local-mgmt)#
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

connect local-mgmt
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cluster force primary
クラスタを強制的にプライマリクラスタにするには、 cluster force primary コマンドを使用しま
す。

cluster force primary

___________________
コマンドデフォルト このコマンドには引数やキーワードはありません。

なし

___________________
コマンドモード ローカル管理（local-mgmt）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン clusterコマンドは、スイッチ固有のローカル管理コマンドです。管理ポートに接続するには、

connect local-mgmtコマンドを実行する必要があります。

___________________
例 次の例は、クラスタを強制的にプライマリクラスタにする方法を示しています。

switch-A# connect local-mgmt
Nexus 5000 Switch
Cisco UCS 6100 Series Fabric Interconnect

TAC support: http://www.cisco.com/tac

Copyright (c) 2009, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

The copyrights to certain works contained herein are owned by
other third parties and are used and distributed under license.
Some parts of this software may be covered under the GNU Public
License or the GNU Lesser General Public License. A copy of
each such license is available at
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html and
http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html
switch-A# cluster force primary
switch-A#

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show cluster

show file
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cluster lead
クラスタリーダーを指定するには、 cluster lead コマンドを使用します。

cluster lead [ a | b ]

___________________
シンタックスの説明

スイッチ Aを指定します。a

スイッチ Bを指定します。b

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ローカル管理（local-mgmt）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン clusterコマンドは、スイッチ固有のローカル管理コマンドです。管理ポートに接続するには、最

初に connect local-mgmtコマンドを実行する必要があります。

___________________
例 次の例は、クラスタリーダーの指定方法を示しています。

switch-A# connect local-mgmt
Nexus 5000 Switch
Cisco UCS 6100 Series Fabric Interconnect

TAC support: http://www.cisco.com/tac

Copyright (c) 2009, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

The copyrights to certain works contained herein are owned by
other third parties and are used and distributed under license.
Some parts of this software may be covered under the GNU Public
License or the GNU Lesser General Public License. A copy of
each such license is available at
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html and
http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html
switch-A# cluster lead b
switch-A#
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

show cluster

show files
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commit-buffer
設定変更を保存または確認するには、 commit-buffer コマンドを使用します。

commit-buffer [verify-only]

___________________
シンタックスの説明

（任意）確認だけを指定します。verify-only

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 任意のコマンドモード

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、保留中のすべての設定変更を実行します。任意のコンフィギュレー

ションコマンドの保留中は、コマンドプロンプトの前にアスタリスク（*）が表示されます。
commit-bufferコマンドが入力されると、保留中のコマンドがコミットされ、アスタリスクがなく
なります。

___________________
例 次の例は、設定変更の保存方法を示しています。

switch-A# create org 3
switch-A /org* # commit-buffer
switch-A /org #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

discard-buffer

show configuration pending
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connect adapter
アダプタに接続するには、 connect adapter コマンドを使用します。

connect adapter chassis-id/server-id/adapter-id

___________________
シンタックスの説明

アダプタ ID番号。chassis-id/server-id/adapter-id

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 任意のコマンドモード

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例は、アダプタへの接続方法を示しています。

switch-A# connect adapter 1/1/1
adapter 1/1 #
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connect bmc
BaseboardManagementController（BMC;ベースボード管理コントローラ）に接続するには、 connect
bmc コマンドを使用します。

connect bmc chassis-id/blade-id

___________________
シンタックスの説明

シャーシおよびブレードの ID番号。chassis-id/blade-id

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 任意のコマンドモード

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例は、ベースボード管理コントローラへの接続方法を示しています。

switch-A# connect bmc 1/1
Trying 127.5.1.1...
Connected to 127.5.1.1.
Escape character is '^]'.

NUOVA-IBMC login:
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connect clp
DMTF CLPに接続するには、 connect clp コマンドを使用します。

connect clp

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 任意のコマンドモード

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例は、DMTF CLPへの接続方法を示しています。

switch-A# connect clp
/admin1 CLP ->

Cisco UCS Manager CLI コマンドリファレンスリリース 1.3(1)    
   OL-22880-03-J 111

コマンド

connect clp



connect iom
IOモジュールに接続するには、 connect iom コマンドを使用します。

connect iom id

___________________
シンタックスの説明

シャーシ ID番号。有効な値の範囲は 1～ 255です。id

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 任意のコマンドモード

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例は、IOモジュールへの接続方法を示しています。

switch-A# connect iom 1
Attaching to FEX 1 ...
To exit type 'exit', to abort type '$.'
fex-1#
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connect local-mgmt
ローカル管理ポートに接続するには、 connect local-mgmt コマンドを使用します。

connect local-mgmt [a| b]

___________________
シンタックスの説明

スイッチ Aを指定します。a

スイッチ Bを指定します。b

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 任意のコマンドモード

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン スイッチが指定されていない場合、現在アクティブなスイッチのローカル管理ポートに接続され

ます。

___________________
例 次の例は、スイッチ Bのローカル管理ポートへの接続方法を示しています。

switch-A# connect local-mgmt b
Cisco UCS 6100 Series Fabric Interconnect

TAC support: http://www.cisco.com/tac

Copyright (c) 2009, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

The copyrights to certain works contained herein are owned by
other third parties and are used and distributed under license.
Some parts of this software may be covered under the GNU Public
License or the GNU Lesser General Public License. A copy of
each such license is available at
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html and
http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html
switch-B(local-mgmt)#
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connect nxos
NX-OSに接続するには、 connect nxos コマンドを使用します。

connect nxos [a | b]

___________________
シンタックスの説明

（任意）スイッチ Aを指定します。a

（任意）スイッチ Bを指定します。b

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 任意のコマンドモード

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例は、NXOSへの接続方法を示しています。

switch-A-A# connect nxos b
Nexus 5000 Switch
Cisco UCS 6100 Series Fabric Interconnect

TAC support: http://www.cisco.com/tac

Copyright (c) 2009, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

The copyrights to certain works contained herein are owned by
other third parties and are used and distributed under license.
Some parts of this software may be covered under the GNU Public
License or the GNU Lesser General Public License. A copy of
each such license is available at
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html and
http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html
switch-B#
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copy
あるディレクトリから別のディレクトリへファイルをコピーするには、ローカル管理コマンド

モードで copy コマンドを使用します。

copy [ from-filesystem: ][ from-path ]filename [ to-filesystem: ]to-path[ dest-filename ]

___________________
シンタックスの説明

コピー元のファイルを含むファイルシステム有効な値につ

いては、使用上のガイドラインを参照してください。

from-filesystem:

コピー元のファイルの絶対パスまたは相対パス。from-path

コピー元のファイルの名前。filename

コピー先のファイルを含むファイルシステム有効な値につ

いては、使用上のガイドラインを参照してください。

to-filesystem:

コピー先のファイルの絶対パスまたは相対パス。to-path

（任意）コピー先のファイルの新しいファイル名。dest-filename

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ローカル管理（local-mgmt）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、ローカル管理コマンドモードでファイルをコピーします。

dest-filenameを指定すると、コピーされるファイルはコピー先で名前変更されます。

ファイルシステムを指定しない場合、現在の作業ファイルシステムが前提とされます。パスを

指定しない場合、現在の作業ディレクトリが前提とされます。

ファイルシステムの場所を指定するには、次の表から、適切な構文を使用します。

ftp:[//[username@]server]
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scp:[//[username@]server]

sftp:[//[username@]server]

tftp:[//server[:port]]

volatile:

workspace:

コピー元ファイルシステムまたはコピー先ファイルシステムのいずれかがローカルである必要が

あります。あるリモートファイルシステムから別のリモートファイルシステムにファイルをコ

ピーできません。

サーバ名を指定せずに、リモートプロトコルを指定した場合、サーバ名の入力が求められます。

このコマンドは、ローカル管理ポートのコマンドラインで使用できます。 connect local-mgmtコ
マンドを使用して、そのコマンドラインに接続します。

このコマンドはワークスペース（フラッシュ）または揮発性（RAM）ファイルシステムのいずれ
かで実行できます。ファイルシステムを指定するには、パスに workspace:または volatile:キー
ワードを含めます。ファイルシステムを指定しない場合、現在の作業ファイルシステムが表示

されます。

このコマンドのエイリアスとして cpコマンドを使用できます。

___________________
例 次の例は、現在の作業ディレクトリから volatileファイルシステムのディレクトリへのファイル

のコピー方法を示しています。

switch-A # connect local-mgmt a
Cisco UCS 6100 Series Fabric Interconnect

TAC support: http://www.cisco.com/tac

Copyright (c) 2009, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

The copyrights to certain works contained herein are owned by
other third parties and are used and distributed under license.
Some parts of this software may be covered under the GNU Public
License or the GNU Lesser General Public License. A copy of
each such license is available at
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html and
http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html

switch-A(local-mgmt)# copy abcdef.bin volatile:/temp
switch-A(local-mgmt)#

___________________
関連コマンド 説明コマンド

connect local-mgmt
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create adapter
アダプタを作成するには、 create adapter コマンドを使用します。

create adapter

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード サーバ資格情報（/org/server-qual）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例は、アダプタの作成方法を示しています。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # scope server-qual sq2
switch-A /org/server-qual # create adapter
switch-A /org/server-qual/adapter* # commit-buffer
switch-A /org/server-qual/adapter #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show adapter

show chassis
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create backup
バックアップを作成するには、 create backup コマンドを使用します。

create backup file { all-configuration | logical-configuration | system-configuration | full-state } { disabled
| enabled }

___________________
シンタックスの説明

管理ファイル名。ファイルタイプには、ftp、scp、sftpまたは
tftpのいずれかのキーワードを使用します。

file

サーバ、ファブリック、およびシステム関連の設定バックアップ

を指定します。

all-configuration

サーバとファブリックのバックアップを指定します。logical-configuration

システム関連の設定バックアップを指定します。system-configuration

障害回復のための完全な状態のバックアップを指定します。full-state

ディセーブルに指定します。disabled

イネーブルに指定します。enabled

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード システム（/system）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン 作成してコミットできるバックアップは 1つだけです。

disabledを指定すると、バックアップ機能はディセーブルになります。enabledを指定すると、バッ
クアップ機能はイネーブルになります。
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___________________
例 次の例は、バックアップの作成方法を示しています。

switch-A# scope system
switch-A /system # create backup ftp: full-state enabled

Password:
switch-A /system/backup* # commit-buffer
switch-A /system/backup #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show backup

show image
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create bios-policy
BIOSポリシーを作成するには、create bios-policyコマンドを使用します。

create bios-policy policy-name

___________________
シンタックスの説明

ポリシー名。名前は最大 16文字で指定できます。policy-name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 組織（/org）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.3(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して BIOSポリシーを作成し、組織の BIOSポリシーモードを開始します。

___________________
例 次の例は、BIOSポリシーの作成方法と組織のBIOSポリシーモードの開始方法を示しています。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # create bios-policy bios1
switch-A /org/bios-policy* # commit-buffer
switch-A /org/bios-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show bios-policy
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create block
ブロックを作成するには、 create block コマンドを使用します。

IP プール設定

create block from to default-gw subnet-mask

WWN プール、UUID プール、および MAC プールの設定

create block from to

___________________
シンタックスの説明

送信元アドレス、ID、またはワールドワイド名。NN:NN:NN:NN:NN:NNの形
式でMACアドレスを指定します。NNNN-NNNNNNNNNNNNの形式でUUID

from

を指定します。HH:HH:HH:HH:HH:HH:HH:HHの形式でWWNを指定します。
A.B.C.Dの形式で IPアドレスを指定します。

送信先アドレス、ID、またはワールドワイド名。NN:NN:NN:NN:NN:NNの形
式でMACアドレスを指定します。NNNN-NNNNNNNNNNNNの形式でUUID

to

を指定します。HH:HH:HH:HH:HH:HH:HH:HHの形式でWWNを指定します。
A.B.C.Dの形式で IPアドレスを指定します。

デフォルトゲートウェイ。default-gw

サブネットマスク。subnet-mask

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード IPプール（/org/ip-pool）

WWNプール（/org/wwn-pool）

UUID接尾辞プール（/org/uuid-suffix-pool）

MACプール（/org/mac-pool）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン アドレス、ID、およびワールドワイド名を作成するには、このコマンドを使用します。
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IPアドレスブロックを作成するには、IPプールコンフィギュレーションモードを使用します。
アドレス、UUID、およびWWNを作成するには、WWNプール、UUIDプール、およびMACプー
ルコンフィギュレーションモードを使用します。

___________________
例 次の例は、ブロックの作成方法を示しています。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # scope mac-pool mp1
switch-A /org/mac-pool # create block 1a:2b:3c:4d:21:31 1b:2a:3c:4d:21:31
switch-A /org/mac-pool* # commit-buffer
switch-A /org/mac-pool #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show mac-pool

show pooled

   Cisco UCS Manager CLI コマンドリファレンスリリース 1.3(1)
122 OL-22880-03-J  

コマンド

create block



create boot-definition
ブート定義を作成するには、 create boot-definition コマンドを使用します。

create boot-definition

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード サービスプロファイル（/org/service-profile）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例は、ブート定義の作成方法を示しています。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # scope service-profile sp1
switch-A /org/service-profile # create boot-definition
switch-A /org/service-profile/boot-definition* # commit-buffer
switch-A /org/service-profile/boot-definition #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show boot-definition

show lan
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create boot-policy
ブートポリシーを作成するには、 create boot-policy コマンドを使用します。

create boot-policy name purpose { operational | utility } *

___________________
シンタックスの説明

ポリシー名。有効な値の範囲は 1～ 16です。name

ポリシーの目的を指定します。purpose

動作ポリシーを指定します。operational

ユーティリティポリシーを指定します。utility

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 組織（/org）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例は、ブートポリシーの作成方法を示しています。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # create boot-policy boot1

switch-A /org/boot-policy* #commit-buffer
switch-A /org/boot-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show lan

show virtual-media
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create cap-qual
容量資格を作成するには、create cap-qualコマンドを使用します。

create cap-qual { fcoe | non-virtualized-eth-if | non-virtualized-fc-if | path-encap-consolidated |
path-encap-virtual | protected-eth-if | protected-fc-if | protected-fcoe | virtualized-eth-if | virtualized-fc-if
| virtualized-scsi-if }

___________________
シンタックスの説明 Fibre Channel over Ethernetを指定します。fcoe

非仮想化イーサネットインターフェイスを指定します。non-virtualized-eth-if

非仮想化ファイバチャネルインターフェイスを指定します。non-virtualized-fc-if

パスカプセル化統合を指定します。path-encap-consolidated

パスカプセル化仮想を指定します。path-encap-virtual

保護されたイーサネットインターフェイスを指定します。protected-eth-if

保護されたファイバチャネルインターフェイスを指定しま

す。

protected-fc-if

保護された Fibre Channel over Ethernetを指定します。protected-fcoe

仮想化イーサネットインターフェイスを指定します。virtualized-eth-if

仮想化ファイバチャネルインターフェイスを指定します。virtualized-fc-if

仮想化 SCSIインターフェイスを指定します。virtualized-scsi-if

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード アダプタ（/org/server-qual/adapter）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)
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___________________
使用上のガイドライン 指定されたアダプタタイプのアダプタ容量資格を作成して、組織サーバ資格アダプタモードを開

始します。

___________________
例 次の例は、容量資格の作成方法を示しています。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # scope server-qual sq2
switch-A /org/server-qual # scope adapter 1/1/1
switch-A /org/server-qual/adapter # create cap-qual cq10
switch-A /org/server-qual/adapter* # commit-buffer
switch-A /org/server-qual/adapter #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show adapter

show server-qual
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create certreq
キーリング認証要求を作成するには、 create certreq コマンドを使用します。

create certreq { subject-name name | ip ip-address } + [ password password ]

___________________
シンタックスの説明

サブジェクト名を指定します。subject-name

サブジェクト名。有効な値の範囲は 1～ 16です。name

IPアドレスを指定します。ip

IPアドレス。形式は A.B.C.Dです。ip-address

（任意）パスワードを指定します。password

パスワード。有効な値の範囲は 1～ 16です。password

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード キーリング（/security/keyring）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン certreqを作成する前に、モジュラスを設定する必要があります。

___________________
例 次の例は、キーリング認証要求の作成方法を示しています。

switch-A# scope security
switch-A /security # scope keyring k1
switch-A /security/keyring # create certreq subject-name cr3
switch-A /security/keyring* # commit-buffer
switch-A /security/keyring #
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

show certreq

show keyring
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create chassis
シャーシを作成するには、 create chassis コマンドを使用します。

create chassis min-id max-id

___________________
シンタックスの説明

最小シャーシ ID番号。有効な値の範囲は 1～ 255です。min-id

最大シャーシ ID番号。有効な値の範囲は 1～ 255です。max-id

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード サーバ資格情報（/org/server-qual）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン 指定された名前でシャーシを作成して、組織シャーシモードを開始します。

___________________
例 次の例は、シャーシの作成方法を示しています。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # scope server-qual sq2
switch-A /org/server-qual # create chassis 2 2
switch-A /org/server-qual/chassis* # commit-buffer
switch-A /org/server-qual/chassis #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show chassis

show server
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create class chassis-stats
シャーシ統計情報クラスを作成するには、 create class chassis-stats コマンドを使用します。

create class chassis-stats

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 統計情報しきい値ポリシー（/eth-server/stats-threshold-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン 統計情報に対してしきい値を設定するには、クラスを使用します。たとえば、ドロップされたパ

ケットの平均数が特定の量を超えた場合に障害を出すしきい値をポートで定義できます。このク

ラスでは、シャーシ統計情報のしきい値を作成します。

___________________
例 次の例は、シャーシ統計情報クラスの作成方法を示しています。

switch-A# scope eth-server
switch-A /eth-server # scope stats-threshold-policy tp10

switch-A /eth-server/stats-threshold-policy # create class chassis-stats
switch-A /eth-server/stats-threshold-policy* # commit-buffer
switch-A /eth-server/stats-threshold-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show chassis

show class
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create class cmc-stats
CMC統計情報のクラスを作成するには、 create class cmc-stats コマンドを使用します。

create class cmc-stats

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 統計情報しきい値ポリシー（/eth-server/stats-threshold-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン 統計情報に対してしきい値を設定するには、クラスを使用します。たとえば、ドロップされたパ

ケットの平均数が特定の量を超えた場合に障害を出すしきい値をポートで定義できます。このク

ラスでは、CMC統計情報のしきい値を作成します。

___________________
例 次の例は、シャーシ統計情報クラスの作成方法を示しています。

switch-A# scope eth-server
switch-A /eth-server # scope stats-threshold-policy tp10

switch-A /eth-server/stats-threshold-policy # create class cmc-stats
switch-A /eth-server/stats-threshold-policy* # commit-buffer
switch-A /eth-server/stats-threshold-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show class

show stats-threshold-policy
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create class cpu-env-stats
CPU環境統計情報クラスを作成するには、 create class cpu-env-stats コマンドを使用します。

create class cpu-env-stats

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 統計情報しきい値ポリシー（/org/stats-threshold-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン クラスを作成する場合、組織の統計情報しきい値ポリシーの CPU環境クラスモードを開始しま

す。そのモードで create propertyコマンドを使用してこのクラスのプロパティを作成できます。

___________________
例 次の例は、CPU環境統計情報クラスの作成方法を示しています。

switch-A# scope org org100
switch-A /org # scope stats-threshold-policy stp100
switch-A /org/stats-threshold-policy # create class cpu-env-stats
switch-A /org/stats-threshold-policy/class* # commit-buffer
switch-A /org/stats-threshold-policy/class #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show class

show stats-threshold-policy
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create class dimm-stats
DIMM統計情報クラスを作成するには、 create class dimm-stats コマンドを使用します。

create class dimm-stats

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 統計情報しきい値ポリシー（/org/stats-threshold-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン しきい値統計情報を設定するには、クラスを使用します。たとえば、ドロップされたパケットの

平均数が特定の量を超えた場合に障害を出すしきい値をポートで定義できます。このクラスで

は、DIMMのしきい値を作成します。

___________________
例 次の例は、DIMM統計情報クラスの作成方法を示しています。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # scope stats-threshold-policy p1
switch-A /org/stats-threshold-policy # create class dimm-stats
switch-A /org/stats-threshold-policy/class* # commit-buffer
switch-A /org/stats-threshold-policy/class #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show class

show stats-threshold-policy
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create class ether-error-stats
イーサネットエラー統計情報クラスを作成するには、 create class ether-error-stats コマンドを使
用します。

create class ether-error-stats

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード イーサネットアップリンク下の統計情報しきい値ポリシー（/eth-uplink/stats-threshold-policy）

イーサネットサーバ下の統計情報しきい値ポリシー（/eth-server/stats-threshold-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0

___________________
使用上のガイドライン 統計情報に対してしきい値を設定するには、クラスを使用します。たとえば、ドロップされたパ

ケットの平均数が特定の量を超えた場合に障害を出すしきい値をポートで定義できます。このク

ラスでは、イーサネットエラー統計情報のしきい値を作成します。

___________________
例 次の例は、イーサネットエラー統計情報クラスの作成方法を示しています。

switch-A# scope eth-uplink
switch-A /eth-uplink # scope stats-threshold-policy p10

switch-A /eth-uplink/stats-threshold-policy # create class ether-error-stats
switch-A /eth-uplink/stats-threshold-policy* # commit-buffer
switch-A /eth-uplink/stats-threshold-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show class

show stats-threshold-policy
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create class ether-if-stats
イーサネットインターフェイス統計情報クラスを作成するには、 create class ether-if-stats コマン
ドを使用します。

create class ether-if-stats

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 統計情報しきい値ポリシー（/org/stats-threshold-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン 統計情報に対してしきい値を設定するには、クラスを使用します。たとえば、ドロップされたパ

ケットの平均数が特定の量を超えた場合に障害を出すしきい値をポートで定義できます。このク

ラスでは、イーサネットインターフェイス統計情報のしきい値を作成します。

___________________
例 次の例は、イーサネットインターフェイス統計情報クラスの作成方法を示しています。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # scope stats-threshold-policy p1
switch-A /org/stats-threshold-policy # create class ether-if-stats
switch-A /org/stats-threshold-policy/class* # commit-buffer
switch-A /org/stats-threshold-policy/class #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show class

show stats-threshold-policy
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create class ether-loss-stats
イーサネット損失統計情報クラスを作成するには、 create class ether-loss-stats コマンドを使用し
ます。

create class ether-loss-stats

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード イーサネットサーバ下の統計情報しきい値ポリシー（/eth-server/stats-threshold-policy）

イーサネットアップリンク下の統計情報しきい値ポリシー（/eth-uplink/stats-threshold-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン 統計情報に対してしきい値を設定するには、クラスを使用します。たとえば、ドロップされたパ

ケットの平均数が特定の量を超えた場合に障害を出すしきい値をポートで定義できます。このク

ラスでは、イーサネット損失統計情報のしきい値を作成します。

___________________
例 次の例は、イーサネット損失統計情報クラスの作成方法を示しています。

switch-A# scope eth-server
switch-A /eth-server # scope stats-threshold-policy p10

switch-A /eth-server/stats-threshold-policy # create class ether-loss-stats
switch-A /eth-server/stats-threshold-policy/class* # commit-buffer
switch-A /eth-server/stats-threshold-policy/class #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show class

show stats-threshold-policy
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create class ethernet-port-err-stats
イーサネットポートエラー統計情報クラスを作成するには、 create class ethernet-port-err-stats
コマンドを使用します。

create class ethernet-port-err-stats

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 統計情報しきい値ポリシー（/org/stats-threshold-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン 統計情報に対してしきい値を設定するには、クラスを使用します。たとえば、ドロップされたパ

ケットの平均数が特定の量を超えた場合に障害を出すしきい値をポートで定義できます。このク

ラスでは、イーサネットポートエラー統計情報のしきい値を作成します。

___________________
例 次の例は、イーサネットポートエラー統計情報クラスの作成方法を示しています。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # scope stats-threshold-policy p10
switch-A /org/stats-threshold-policy # create class ethernet-port-err-stats
switch-A /org/stats-threshold-policy/class* # commit-buffer
switch-A /org/stats-threshold-policy/class #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show class

show stats-threshold-policy
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create class ethernet-port-multicast-stats
イーサネットポートマルチキャスト統計情報クラスを作成するには、 create class
ethernet-port-multicast-stats コマンドを使用します。

create class ethernet-port-multicast-stats

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 統計情報しきい値ポリシー（/org/stats-threshold-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン 統計情報に対してしきい値を設定するには、クラスを使用します。たとえば、ドロップされたパ

ケットの平均数が特定の量を超えた場合に障害を出すしきい値をポートで定義できます。このク

ラスでは、イーサネットポートマルチキャスト統計情報のしきい値を作成します。

___________________
例 次の例は、イーサネットポートマルチキャスト統計情報クラスの作成方法を示しています。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # scope stats-threshold-policy p10
switch-A /org/stats-threshold-policy # create class ethernet-port-multicast-stats
switch-A /org/stats-threshold-policy/class* # commit-buffer
switch-A /org/stats-threshold-policy/class #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show class

show stats-threshold-policy
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create class ethernet-port-over-under-sized-stats
イーサネットポートの over-under-sized統計情報クラスを作成するには、 create class
ethernet-port-over-under-sized-stats コマンドを使用します。

create class ethernet-port-over-under-sized-stats

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 統計情報しきい値ポリシー（/org/stats-threshold-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン 統計情報に対してしきい値を設定するには、クラスを使用します。たとえば、ドロップされたパ

ケットの平均数が特定の量を超えた場合に障害を出すしきい値をポートで定義できます。このク

ラスでは、イーサネットポートの over-under-sized統計情報のしきい値を作成します。

___________________
例 次の例は、イーサネットポート統計情報クラスの作成方法を示しています。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # scope stats-threshold-policy p10
switch-A /org/stats-threshold-policy # create class ethernet-port-over-under-sized-stats
switch-A /org/stats-threshold-policy/class* # commit-buffer
switch-A /org/stats-threshold-policy/class #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show class

show stats-threshold-policy
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create class ethernet-port-stats
イーサネットポート統計情報クラスを作成するには、 create class ethernet-port-stats コマンドを
使用します。

create class ethernet-port-stats

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 統計情報しきい値ポリシー（/org/stats-threshold-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン 統計情報に対してしきい値を設定するには、クラスを使用します。たとえば、ドロップされたパ

ケットの平均数が特定の量を超えた場合に障害を出すしきい値をポートで定義できます。このク

ラスでは、イーサネットポート統計情報のしきい値を作成します。

___________________
例 次の例は、イーサネットポート統計情報クラスの作成方法を示しています。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # scope stats-threshold-policy p10
switch-A /org/stats-threshold-policy # create class ethernet-port-stats
switch-A /org/stats-threshold-policy/class* # commit-buffer
switch-A /org/stats-threshold-policy/class #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show class

show stats-threshold-policy
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create class ethernet-port-stats-by-size-large-packets
イーサネットポートの大きいパケット統計情報クラスを作成するには、 create class
ethernet-port-stats-by-size-large-packets コマンドを使用します。

create class ethernet-port-stats-by-size-large-packets

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 統計情報しきい値ポリシー（/org/stats-threshold-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン 統計情報に対してしきい値を設定するには、クラスを使用します。たとえば、ドロップされたパ

ケットの平均数が特定の量を超えた場合に障害を出すしきい値をポートで定義できます。このク

ラスでは、イーサネットポートの小さいパケット統計情報のしきい値を作成します。

___________________
例 次の例は、イーサネットポートの大きいパケット統計情報クラスの作成方法を示しています。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # scope stats-threshold-policy p10
switch-A /org/stats-threshold-policy # create class ethernet-port-stats-by-size-large-packets

switch-A /org/stats-threshold-policy/class* # commit-buffer
swicth-A /org/stats-threshold-policy/class #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show class

show stats-threshold-policy
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create class ethernet-port-stats-by-size-small-packets
イーサネットポートの小さいパケット統計情報クラスを作成するには、 create class
ethernet-port-stats-by-size-small-packets コマンドを使用します。

create class ethernet-port-stats-by-size-small-packets

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 統計情報しきい値ポリシー（/org/stats-threshold-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン 統計情報に対してしきい値を設定するには、クラスを使用します。たとえば、ドロップされたパ

ケットの平均数が特定の量を超えた場合に障害を出すしきい値をポートで定義できます。このク

ラスでは、イーサネットポートの小さいパケット統計情報のしきい値を作成します。

___________________
例 次の例は、イーサネットポートの小さいパケット統計情報クラスの作成方法を示しています。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # scope stats-threshold-policy p10
switch-A /org/stats-threshold-policy # create class ethernet-port-stats-by-size-small-packets

switch-A /org/stats-threshold-policy/class* # commit-buffer
swicth-A /org/stats-threshold-policy/class #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show class

show stats-threshold-policy
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create class ether-rx-stats
イーサネット受信統計情報クラスを作成するには、 create class ether-rx-stats コマンドを使用しま
す。

create class ether-rx-stats

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード イーサネットサーバ下の統計情報しきい値ポリシー（/eth-server/stats-threshold-policy）

イーサネットアップリンク下の統計情報しきい値ポリシー（/eth-uplink/stats-threshold-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン 統計情報に対してしきい値を設定するには、クラスを使用します。たとえば、ドロップされたパ

ケットの平均数が特定の量を超えた場合に障害を出すしきい値をポートで定義できます。このク

ラスでは、イーサネット受信統計情報のしきい値を作成します。

___________________
例 次の例は、イーサネット受信統計情報クラスの作成方法を示しています。

switch-A# scope eth-server
switch-A /eth-server # scope stats-threshold-policy p10

switch-A /eth-server/stats-threshold-policy # create class eth-rx-stats
switch-A /eth-server/stats-threshold-policy/class* # commit-buffer
switch-A /eth-server/stats-threshold-policy/class #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show eth-uplink

show stats-threshold-policy
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create class ether-tx-stats
イーサネット送信統計情報クラスを作成するには、 create class ether-tx-stats コマンドを使用しま
す。

create class ether-tx-stats

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード イーサネットアップリンク下の統計情報しきい値ポリシー（/eth-uplink/stats-threshold-policy）

イーサネットサーバ下の統計情報しきい値ポリシー（/eth-server/stats-threshold-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン 統計情報に対してしきい値を設定するには、クラスを使用します。たとえば、ドロップされたパ

ケットの平均数が特定の量を超えた場合に障害を出すしきい値をポートで定義できます。このク

ラスでは、イーサネット送信統計情報のしきい値を作成します。

___________________
例 次の例は、イーサネット送信統計情報クラスの作成方法を示しています。

switch-A# scope eth-server
switch-A /eth-server # scope stats-threshold-policy p10

switch-A /eth-server/stats-threshold-policy # create class eth-tx-stats
switch-A /eth-server/stats-threshold-policy/class* # commit-buffer
switch-A /eth-server/stats-threshold-policy/class #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show eth-uplink

show stats-threshold-policy
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create class fan-module-stats
ファンモジュール統計情報クラスを作成するには、 create class fan-module-stats コマンドを使用
します。

create class fan-module-stats

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 統計情報しきい値ポリシー（/eth-server/stats-threshold-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン しきい値統計情報を設定するには、クラスを使用します。たとえば、ドロップされたパケットの

平均数が特定の量を超えた場合に障害を出すしきい値をポートで定義できます。このクラスで

は、ファンモジュール統計情報のしきい値を作成します。

___________________
例 次の例は、ファンモジュール統計情報クラスの作成方法を示しています。

switch-A# scope eth-server
switch-A /eth-server # scope stats-threshold-policy p10

switch-A /eth-server/stats-threshold-policy # create class fan-module-stats
switch-A /eth-server/stats-threshold-policy* # commit-buffer
switch-A /eth-server/stats-threshold-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show fan-module

show stats-threshold-policy
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create class fan-stats
ファン統計情報クラスを作成するには、 create class fan-stats コマンドを使用します。

create class fan-stats

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 統計情報しきい値ポリシー（/eth-server/stats-threshold-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン 統計情報に対してしきい値を設定するには、クラスを使用します。たとえば、ドロップされたパ

ケットの平均数が特定の量を超えた場合に障害を出すしきい値をポートで定義できます。このク

ラスでは、ファン統計情報のしきい値を作成します。

___________________
例 次の例は、ファン統計情報クラスの作成方法を示しています。

switch-A# scope eth-server
switch-A /eth-server # scope stats-threshold-policy p10

switch-A /eth-server/stats-threshold-policy # create class fan-stats
switch-A /eth-server/stats-threshold-policy* # commit-buffer
switch-A /eth-server/stats-threshold-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show fan-module

show stats-threshold-policy
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create class fc-error-stats
ファイバチャネルエラー統計情報クラスを作成するには、 create class fc-error-stats コマンドを
使用します。

create class fc-error-stats

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 統計情報しきい値ポリシー（/fc-uplink/stats-threshold-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン しきい値統計情報を設定するには、クラスを使用します。たとえば、ドロップされたパケットの

平均数が特定の量を超えた場合に障害を出すしきい値をポートで定義できます。このクラスで

は、ファイバチャネルエラー統計情報のしきい値を作成します。

___________________
例 次の例は、ファイバチャネルエラー統計情報クラスの作成方法を示しています。

switch-A# scope fc-uplink
switch-A /org # scope stats-threshold-policy p10
Pubs-A /org/stats-threshold-policy # create class fc-error-stats
Pubs-A /org/stats-threshold-policy/class* # commit-buffer
Pubs-A /org/stats-threshold-policy/class #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show class

show stats-threshold-policy

Cisco UCS Manager CLI コマンドリファレンスリリース 1.3(1)    
   OL-22880-03-J 147

コマンド

create class fc-error-stats



create class fc-if-event-stats
ファイバチャネルイベント統計情報を作成するには、 create class fc-if-event-stats コマンドを使
用します。

create class fc-if-event-stats

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 統計情報しきい値ポリシー（/org/stats-threshold-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン しきい値統計情報を設定するには、クラスを使用します。たとえば、ドロップされたパケットの

平均数が特定の量を超えた場合に障害を出すしきい値をポートで定義できます。このクラスで

は、ファイバチャネルイベント統計情報のしきい値を作成します。

___________________
例 次に例を示します。

switch-A # scope org org3
switch-A /org # scope stats-threshold-policy p10
switch-A /org/stats-threshold-policy # create class fc-if-event-stats
switch-A /org/stats-threshold-policy* # commit-buffer
switch-A /org/stats-threshold-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show class

show stats-threshold-policy
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create class fc-if-fc4-counters
ファイバチャネルカウンタを作成するには、 create class fc-if-fc4-counters コマンドを使用しま
す。

create class fc-if-fc4-counters

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 統計情報しきい値ポリシー（/org/stats-threshold-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン しきい値統計情報を設定するには、クラスを使用します。たとえば、ドロップされたパケットの

平均数が特定の量を超えた場合に障害を出すしきい値をポートで定義できます。このクラスで

は、ファイバチャネルカウンタ統計情報のしきい値を作成します。

___________________
例 次の例は、ファイバチャネルカウンタの作成方法を示しています。

switch-A # scope org org3
switch-A /org # switch-A /org # scope stats-threshold-policy p10

switch-A /org/stats-threshold-policy # create class fc-if-fc4-stats
switch-A /org/stats-threshold-policy/class* # commit-buffer
switch-A /org/stats-threshold-policy/class #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show class

show stats-threshold-policy
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create class fc-if-frame-stats
ファイバチャネルフレーム統計情報クラスを作成するには、 create class fc-if-frame-stats コマン
ドを使用します。

create class fc-if-frame-stats

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 統計情報しきい値ポリシー（/org/stats-threshold-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン しきい値統計情報を設定するには、クラスを使用します。たとえば、ドロップされたパケットの

平均数が特定の量を超えた場合に障害を出すしきい値をポートで定義できます。このクラスで

は、ファイバチャネルフレーム統計情報のしきい値を作成します。

___________________
例 次の例は、ファイバチャネルフレーム統計情報クラスの作成方法を示しています。

switch-A # scope org org3
switch-A /org # switch-A /org # scope stats-threshold-policy p10

switch-A /org/stats-threshold-policy # create class fc-if-frame-stats
switch-A /org/stats-threshold-policy/class* # commit-buffer
switch-A /org/stats-threshold-policy/class #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show class

show stats-threshold-policy
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create class fc-port-stats
ファイバチャネルポート統計情報クラスを作成するには、 create class fc-port-stats コマンドを使
用します。

create class fc-port-stats

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 統計情報しきい値ポリシー（/org/stats-threshold-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン しきい値統計情報を設定するには、クラスを使用します。たとえば、ドロップされたパケットの

平均数が特定の量を超えた場合に障害を出すしきい値をポートで定義できます。このクラスで

は、ファイバチャネルポート統計情報のしきい値を作成します。

___________________
例 次の例は、ファイバチャネルポート統計情報クラスの作成方法を示しています。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # scope stats-threshold-policy p10
switch-A /org/stats-threshold-policy # create class fc-port-stats
switch-A /org/stats-threshold-policy/class* # commit-buffer
switch-A /org/stats-threshold-policy/class #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show class

show stats-threshold-policy
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create class fc-stats
ファイバチャネル統計情報クラスを作成するには、 create class fc-stats コマンドを使用します。

create class fc-stats

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 統計情報しきい値ポリシー（/fc-uplink/stats-threshold-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン しきい値統計情報を設定するには、クラスを使用します。たとえば、ドロップされたパケットの

平均数が特定の量を超えた場合に障害を出すしきい値をポートで定義できます。このクラスで

は、ファイバチャネル統計情報のしきい値を作成します。

___________________
例 次の例は、ファイバチャネル統計情報クラスの作成方法を示しています。

switch-A# scope fc-uplink
switch-A /fc-uplink # scope stats-threshold-policy p10

switch-A /fc-uplink/stats-threshold-policy # create class fc-stats
switch-A /fc-uplink/stats-threshold-policy/class* # commit-buffer
switch-A /fc-uplink/stats-threshold-policy/class #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show class

show stats-threshold-policy
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create class mb-power-stats
マザーボードパワー統計情報クラスを作成するには、 create class mb-power-stats コマンドを使
用します。

create class mb-power-stats

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 統計情報しきい値ポリシー（/org/stats-threshold-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン しきい値統計情報を設定するには、クラスを使用します。たとえば、ドロップされたパケットの

平均数が特定の量を超えた場合に障害を出すしきい値をポートで定義できます。このクラスで

は、マザーボードパワー統計情報のしきい値を作成します。

___________________
例 次の例は、マザーボードパワー統計情報クラスの作成方法を示しています。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # scope stats-threshold-policy p10
switch-A /org/stats-threshold-policy # create class mb-power-stats
switch-A /org/stats-threshold-policy/class* # commit-buffer
switch-A /org/stats-threshold-policy/class #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show class

show stats-threshold-policy
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create class mb-temp-stats
一時的なマザーボード統計情報クラスを作成するには、 create class mb-temp-stats コマンドを使
用します。

create class mb-temp-stats

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 統計情報しきい値ポリシー（/org/stats-threshold-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン しきい値統計情報を設定するには、クラスを使用します。たとえば、ドロップされたパケットの

平均数が特定の量を超えた場合に障害を出すしきい値をポートで定義できます。このクラスで

は、マザーボード統計情報のしきい値を作成します。

___________________
例 次の例は、一時的なマザーボード統計情報クラスの作成方法を示しています。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # scope stats-threshold-policy p10
switch-A /org/stats-threshold-policy # create class mb-temp-stats
switch-A /org/stats-threshold-policy/class* # commit-buffer
switch-A /org/stats-threshold-policy/class #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show class

show class mb-temp-stats
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create class memory-runtime
メモリランタイムクラスを作成するには、 create classmemory-runtime コマンドを使用します。

create class memory-runtime

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 統計情報しきい値ポリシー（/org/stats-threshold-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例は、メモリランタイムクラスの作成方法を示しています。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # scope stats-threshold-policy p10
switch-A /org/stats-threshold-policy # create class memory-runtime
switch-A /org/stats-threshold-policy* # commit-buffer
switch-A /org/stats-threshold-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show class

show memory
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create class menlo-dce-port-stats
Menloポート統計情報クラスを作成するには、 create class menlo-dce-port-stats コマンドを使用し
ます。

create class menlo-dce-port-stats

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 統計情報しきい値ポリシー（/org/stats-threshold-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン しきい値統計情報を設定するには、クラスを使用します。たとえば、ドロップされたパケットの

平均数が特定の量を超えた場合に障害を出すしきい値をポートで定義できます。このクラスで

は、Menloイーサネットポート統計情報のしきい値を作成します。

___________________
例 次の例は、Menloポート統計情報クラスの作成方法を示しています。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # scope stats-threshold-policy p10
switch-A /org/stats-threshold-policy # create class menlo-dce-port-stats
switch-A /org/stats-threshold-policy/class* # commit-buffer
switch-A /org/stats-threshold-policy/class #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show class

show stats-threshold-policy
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create class menlo-eth-error-stats
Menloイーサネットエラー統計情報クラスを作成するには、 create class menlo-eth-error-stats コ
マンドを使用します。

create class menlo-eth-error-stats

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 統計情報しきい値ポリシー（/org/stats-threshold-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン しきい値統計情報を設定するには、クラスを使用します。たとえば、ドロップされたパケットの

平均数が特定の量を超えた場合に障害を出すしきい値をポートで定義できます。このクラスで

は、Menloイーサネットエラー統計情報のしきい値を作成します。

___________________
例 次の例は、Menloイーサネットエラー統計情報クラスの作成方法を示しています。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # scope stats-threshold-policy p10
switch-A /org/stats-threshold-policy # create class menlo-eth-error-stats
switch-A /org/stats-threshold-policy/class* # commit-buffer
switch-A /org/stats-threshold-policy/class #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show class

show stats-threshold-policy
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create class menlo-eth-stats
Menloイーサネット統計情報クラスを作成するには、 create class menlo-eth-stats コマンドを使用
します。

create class menlo-eth-stats

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 統計情報しきい値ポリシー（/org/stats-threshold-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン しきい値統計情報を設定するには、クラスを使用します。たとえば、ドロップされたパケットの

平均数が特定の量を超えた場合に障害を出すしきい値をポートで定義できます。このクラスで

は、Menloイーサネット統計情報のしきい値を作成します。

___________________
例 次の例は、Menloイーサネット統計情報クラスの作成方法を示しています。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # scope stats-threshold-policy p10
switch-A /org/stats-threshold-policy # create class menlo-eth-stats
switch-A /org/stats-threshold-policy/class* # commit-buffer
switch-A /org/stats-threshold-policy/class #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show class

show stats-threshold-policy
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create class menlo-fc-error-stats
Menloファイバチャネルエラー統計情報を作成するには、 create class menlo-fc-error-stats コマ
ンドを使用します。

create class menlo-fc-error-stats

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 統計情報しきい値ポリシー（/org/stats-threshold-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン しきい値統計情報を設定するには、クラスを使用します。たとえば、ドロップされたパケットの

平均数が特定の量を超えた場合に障害を出すしきい値をポートで定義できます。このクラスで

は、Menloファイバチャネルエラー統計情報のしきい値を作成します。

___________________
例 次の例は、Menloファイバチャネルエラー統計情報の作成方法を示しています。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # scope stats-threshold-policy p10
switch-A /org/stats-threshold-policy # create class menlo-fc-error-stats
switch-A /org/stats-threshold-policy/class* # commit-buffer
switch-A /org/stats-threshold-policy/class #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show class

show stats-threshold-policy
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create class menlo-fc-stats
Menloファイバチャネル統計情報を作成するには、 create class menlo-fc-stats コマンドを使用し
ます。

create class menlo-fc-stats

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 統計情報しきい値ポリシー（/org/stats-threshold-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン しきい値統計情報を設定するには、クラスを使用します。たとえば、ドロップされたパケットの

平均数が特定の量を超えた場合に障害を出すしきい値をポートで定義できます。このクラスで

は、Menloファイバチャネル統計情報のしきい値を作成します。

___________________
例 次の例は、Menloファイバチャネル統計情報の作成方法を示しています。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # scope stats-threshold-policy p10
switch-A /org/stats-threshold-policy # create class menlo-fc-stats
switch-A /org/stats-threshold-policy/class* # commit-buffer
switch-A /org/stats-threshold-policy/class #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show class

show stats-threshold-policy
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create class menlo-host-port-stats
Menloホストポート統計情報を作成するには、 create class menlo-host-port-stats コマンドを使用
します。

create class menlo-host-port-stats

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 統計情報しきい値ポリシー（/org/stats-threshold-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン しきい値統計情報を設定するには、クラスを使用します。たとえば、ドロップされたパケットの

平均数が特定の量を超えた場合に障害を出すしきい値をポートで定義できます。このクラスで

は、Menloホストポート統計情報のしきい値を作成します。

___________________
例 次の例は、Menloホストポート統計情報の作成方法を示しています。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # scope stats-threshold-policy p10
switch-A /org/stats-threshold-policy # create class menlo-host-port-stats
switch-A /org/stats-threshold-policy/class* # commit-buffer
switch-A /org/stats-threshold-policy/class #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show class

show stats-threshold-policy
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create class menlo-mcpu-error-stats
Menlo CPUエラー統計情報クラスを作成するには、 create class menlo-mcpu-error-stats コマンド
を使用します。

create class menlo-mcpu-error-stats

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 統計情報しきい値ポリシー（/org/stats-threshold-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン しきい値統計情報を設定するには、クラスを使用します。たとえば、ドロップされたパケットの

平均数が特定の量を超えた場合に障害を出すしきい値をポートで定義できます。このクラスで

は、Menlo CPUエラー統計情報のしきい値を作成します。

___________________
例 次の例は、Menlo CPUエラー統計情報クラスの作成方法を示しています。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # scope stats-threshold-policy p10
switch-A /org/stats-threshold-policy # create class menlo-mcpu-error-stats
switch-A /org/stats-threshold-policy/class* # commit-buffer
switch-A /org/stats-threshold-policy/class #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show class

show stats-threshold-policy
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create class menlo-mcpu-stats
Menlo CPU統計情報クラスを作成するには、 create class menlo-mcpu-stats コマンドを使用しま
す。

create class menlo-mcpu-stats

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 統計情報しきい値ポリシー（/org/stats-threshold-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン しきい値統計情報を設定するには、クラスを使用します。たとえば、ドロップされたパケットの

平均数が特定の量を超えた場合に障害を出すしきい値をポートで定義できます。このクラスで

は、Menlo CPU統計情報のしきい値を作成します。

___________________
例 次の例は、Menlo CPU統計情報クラスの作成方法を示しています。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # scope stats-threshold-policy p10
switch-A /org/stats-threshold-policy # create class menlo-mcpu-stats
switch-A /org/stats-threshold-policy/class* # commit-buffer
switch-A /org/stats-threshold-policy/class #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show class

show stats-threshold-policy
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create class menlo-net-eg-stats
Menloネットワーク出力統計情報クラスを作成するには、 create class menlo-net-eg-stats コマンド
を使用します。

create class menlo-net-eg-stats

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 統計情報しきい値ポリシー（/org/stats-threshold-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン しきい値統計情報を設定するには、クラスを使用します。たとえば、ドロップされたパケットの

平均数が特定の量を超えた場合に障害を出すしきい値をポートで定義できます。このクラスで

は、Menloネットワーク出トラフィック統計情報のしきい値を作成します。

___________________
例 次の例は、Menloネットワーク出力統計情報クラスの作成方法を示しています。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # scope stats-threshold-policy p10
switch-A /org/stats-threshold-policy # create class menlo-net-eg-stats
switch-A /org/stats-threshold-policy/class* # commit-buffer
switch-A /org/stats-threshold-policy/class #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show class

show stats-threshold-policy
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create class menlo-net-in-stats
Menloネットワーク入力統計情報クラスを作成するには、 create class menlo-net-in-stats コマンド
を使用します。

create class menlo-net-in-stats

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 統計情報しきい値ポリシー（/org/stats-threshold-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン しきい値統計情報を設定するには、クラスを使用します。たとえば、ドロップされたパケットの

平均数が特定の量を超えた場合に障害を出すしきい値をポートで定義できます。このクラスで

は、Menloネットワーク入トラフィック統計情報のしきい値を作成します。

___________________
例 次の例は、Menloネットワーク入力統計情報クラスの作成方法を示しています。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # scope stats-threshold-policy p10
switch-A /org/stats-threshold-policy # create class menlo-net-in-stats
switch-A /org/stats-threshold-policy/class* # commit-buffer
switch-A /org/stats-threshold-policy/class #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show class

show stats-threshold-policy
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create class menlo-q-error-stats
Menlo Qlogicエラー統計情報クラスを作成するには、 create class menlo-q-error-stats コマンドを
使用します。

create class menlo-q-error-stats

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 統計情報しきい値ポリシー（/org/stats-threshold-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン しきい値統計情報を設定するには、クラスを使用します。たとえば、ドロップされたパケットの

平均数が特定の量を超えた場合に障害を出すしきい値をポートで定義できます。このクラスで

は、Menlo Qlogicエラー統計情報のしきい値を作成します。

___________________
例 次の例は、Menlo Qlogicエラー統計情報クラスの作成方法を示しています。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # scope stats-threshold-policy p10
switch-A /org/stats-threshold-policy # create class menlo-q-error-stats
switch-A /org/stats-threshold-policy/class* # commit-buffer
switch-A /org/stats-threshold-policy/class #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show class

show stats-threshold-policy
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create class menlo-q-stats
Menlo Qlogic統計情報クラスを作成するには、 create class menlo-q-stats コマンドを使用します。

create class menlo-q-stats

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 統計情報しきい値ポリシー（/org/stats-threshold-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン しきい値統計情報を設定するには、クラスを使用します。たとえば、ドロップされたパケットの

平均数が特定の量を超えた場合に障害を出すしきい値をポートで定義できます。このクラスで

は、Menlo Qlogic統計情報のしきい値を作成します。

___________________
例 次の例は、Menlo Qlogic統計情報クラスの作成方法を示しています。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # scope stats-threshold-policy p10
switch-A /org/stats-threshold-policy # create class menlo-q-stats
switch-A /org/stats-threshold-policy/class* # commit-buffer
switch-A /org/stats-threshold-policy/class #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show class

show stats-threshold-policy
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create class processor-runtime
プロセッサランタイム統計情報クラスを作成するには、 create class processor-runtime コマンド
を使用します。

create class processor-runtime

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 統計情報しきい値ポリシー（/org/stats-threshold-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例は、プロセッサランタイム統計情報クラスの作成方法を示しています。

switch-A# scope org org10
switch-A /org # scope stats-threshold-policy p10
switch-A /org/stats-threshold-policy # create class processor-runtime
switch-A /org/stats-threshold-policy/class* # commit-buffer
switch-A /org/stats-threshold-policy/class #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show class

show stats-threshold-statistics
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create class psu-input-stats
電源入力統計情報クラスを作成するには、 create class psu-input-stats コマンドを使用します。

create class psu-input-stats

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 統計情報しきい値ポリシー（/eth-server/stats-threshold-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン しきい値統計情報を設定するには、クラスを使用します。たとえば、ドロップされたパケットの

平均数が特定の量を超えた場合に障害を出すしきい値をポートで定義できます。このクラスで

は、電源入力統計情報のしきい値を作成します。

___________________
例 次の例は、電源入力統計情報クラスの作成方法を示しています。

switch-A# scope eth-server
switch-A /eth-server # scope stats-threshold-policy p10

switch-A /eth-server/stats-threshold-policy # create class psu-input-stats
switch-A /eth-server/stats-threshold-policy/class* # commit-buffer
switch-A /eth-server/stats-threshold-policy/class #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show class

show stats-threshold-policy
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create class psu-stats
電源統計情報クラスを作成するには、 create class psu-stats コマンドを使用します。

create class psu-stats

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 統計情報しきい値ポリシー（/eth-server/stats-threshold-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン しきい値統計情報を設定するには、クラスを使用します。たとえば、ドロップされたパケットの

平均数が特定の量を超えた場合に障害を出すしきい値をポートで定義できます。このクラスで

は、電源統計情報のしきい値を作成します。

___________________
例 次の例は、電源統計情報クラスの作成方法を示しています。

switch-A# scope eth-server
switch-A /eth-server # scope stats-threshold-policy p10

switch-A /eth-server/stats-threshold-policy # create class psu-stats
switch-A /eth-server/stats-threshold-policy/class* # commit-buffer
switch-A /eth-server/stats-threshold-policy/class #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show class

show stats-threshold-policy
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create class system-stats
システム統計情報クラスを作成するには、 create class system-stats コマンドを使用します。

create class system-stats

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 統計情報しきい値ポリシー（/eth-server/stats-threshold-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン しきい値統計情報を設定するには、クラスを使用します。たとえば、ドロップされたパケットの

平均数が特定の量を超えた場合に障害を出すしきい値をポートで定義できます。このクラスで

は、システム統計情報のしきい値を作成します。

___________________
例 次の例は、システム統計情報クラスの作成方法を示しています。

switch-A# scope eth-server
switch-A /eth-server # scope stats-threshold-policy p10

switch-A /eth-server/stats-threshold-policy # create class system-stats
switch-A /eth-server/stats-threshold-policy/class* # commit-buffer
switch-A /eth-server/stats-threshold-policy/class #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show class

show system
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create client
クライアントを作成するには、ポートプロファイルモードで create clientコマンドを使用します。

create client client-name

___________________
シンタックスの説明

クライアントの名前。クライアントを識別する一意の数または文字の

セット。有効な値の範囲は 1～ 16です。
client-name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード プロファイルセット（/system/vm-mgmt/vmware/profile-set/port-profile）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン

ポートプロファイルのクライアントを作成します。また、システムの VM管理の VMwareプロ
ファイルセットのポートプロファイルモードを開始します。このコマンドは、ポートプロファ

イルを設定する他のコマンドとともに使用します。

___________________
例 次の例は、クライアントの作成方法を示します。

switch-A# scope system
switch-A /system # scope vm-mgmt
switch-A /system/vm-mgmt # scope vmware
switch-A /system/vm-mgmt/vmware # scope profile-set
switch-A /system/vm-mgmt/vmware/profile-set # scope port-profile pp100
switch-A /system/vm-mgmt/vmware/profile-set/port-profile # create client c100
switch-A /system/vm-mgmt/vmware/profile-set/port-profile* # commit-buffer
switch-A /system/vm-mgmt/vmware/profile-set/port-profile #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show port profile

show profile-set
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create class vnic-stats
仮想 NIC統計情報クラスを作成するには、 create class vnic-stats コマンドを使用します。

create class vnic-stats

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 統計情報しきい値ポリシー（/org/stats-threshold-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン しきい値統計情報を設定するには、クラスを使用します。たとえば、ドロップされたパケットの

平均数が特定の量を超えた場合に障害を出すしきい値をポートで定義できます。このクラスで

は、仮想 NIC統計情報のしきい値を作成します。

___________________
例 次の例は、仮想 NIC統計情報クラスの作成方法を示しています。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # scope stats-threshold-policy p1
switch-A /org/stats-threshold-policy # create class vnic-stats
switch-A /org/stats-threshold-policy/class* # commit-buffer
switch-A /org/stats-threshold-policy/class #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show class

show vnic-templ
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create cpu
サーバプールポリシーの CPU修飾子を作成するには、 create cpu コマンドを使用します。

create cpu

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード サーバ資格情報（/org/server-qual）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.3(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用してサーバプールポリシーの CPU修飾子を作成し、組織の CPUモードを開

始します。

作成できる CPU修飾子は 1つだけです。

___________________
例 次の例は、CPU修飾子の作成方法を示します。

switch# scope org org3
switch /org # scope server-qual sq20
switch /org/server-qual # create cpu
switch /org/server-qual/cpu* # commit-buffer
switch /org/server-qual/cpu #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show cpu

show server-qual
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create data-center
データセンターを作成するには、vcenterモードで create data-centerコマンドを使用します。フォ
ルダモードでデータセンターを作成することもできます。

create data-center datacenter-name

___________________
シンタックスの説明

データセンターの名前。データセンターを識別する一意の数または

文字のセット。有効な値の範囲は 1～ 16です。
datacenter-name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード VCenter（/system/vm-mgmt/vmware/vcenter）

フォルダ（/system/vm-mgmt/vmware/vcenter/folder）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン データセンター

___________________
例 次の例は、データセンターの作成方法を示します。

switch-A# scope system
switch-A /system # scope vm-mgmt
switch-A /system/vm-mgmt # scope vmware
switch-A /system/vm-mgmt/vmware # scope vcenter
switch-A /system/vm-mgmt/vmware/vcenter # create data-center dc10
switch-A /system/vm-mgmt/vmware/vcenter* # commit-buffer
switch-A /system/vm-mgmt/vmware/vcenter #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show data-center

show folder
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create default-behavior
デフォルト動作モードを作成するには、 create default-behavior コマンドを使用します。

create default-behavior {vhba | vnic}

___________________
シンタックスの説明 vHBAデフォルト動作モードを指定します。vhba

vNICデフォルト動作モードを指定します。vnic

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード サービスプロファイル（/org/service-profile）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用してデフォルトの動作を作成し、組織のdefault-behaviorモードを開始します。

hw-inheritsets

___________________
例 次の例は、vNICのデフォルト動作モードの作成方法を示しています。

switch-A# scope org org10
switch-A /org # scope service-profile sp10
switch-A /org/service-profile # create default-behavior vnic
switch-A /org/service-profile/default-behavior* # commit-buffer
switch-A /org/service-profile/default-behavior #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show default-behavior

show vnic
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create destination
Eメールの宛先を作成するには、 create destination コマンドを使用します。

create destination email

___________________
シンタックスの説明 Eメールの宛先。email

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード プロファイル（/monitoring/callhome/profile）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例は、Eメールの宛先の作成方法を示しています。

switch-A# scope monitoring
switch-A /monitoring # scope callhome
switch-A /monitoring/callhome # scope profile p3
switch-A /monitoring/callhome/profile # create destination home@test.com
switch-A /monitoring/callhome/profile* # commit-buffer
switch-A /monitoring/callhome/profile #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show callhome

show destination
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create distributed-virtual-switch
分散仮想スイッチを作成するには、create distributed-virtual-switchコマンドをフォルダモードで
使用します。

create distributed-virtual-switch dvs-name

___________________
シンタックスの説明

スイッチの名前。スイッチを識別するための数字と文字の一意のセット。

有効な値の範囲は 1～ 16です。
dvs-name

___________________
コマンドデフォルト

• [Admin State]はディセーブルになっています。

• UUIDは 00000000-0000-0000-0000-000000000000です。

•拡張キーは空白です。

___________________
コマンドモード VMware（/system/vm-mgmt/vmware/vcenter/data-center/folder）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン 分散仮想スイッチ

___________________
例 次の例は、分散仮想スイッチの作成方法を示しています。

switch-A# scope system
switch-A /system # scope vm-mgmt
switch-A /system/vm-mgmt # scope vmware
switch-A /system/vm-mgmt/vmware # scope vcenter vc10
switch-A /system/vm-mgmt/vmware/vcenter # scope data-center dc10
switch-A /system/vm-mgmt/vmware/vcenter/data-center # scope folder f10
switch-A /system/vm-mgmt/vmware/vcenter/data-center/folder # create distributed-virtual-switch
dvs10
switch-A /system/vm-mgmt/vmware/vcenter/data-center/folder* # commit-buffer
switch-A /system/vm-mgmt/vmware/vcenter/data-center/folder #
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

show distributed-virtual-switch

show folder
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create dns
DNSホスト名を作成するには、 create dns コマンドを使用します。

create dns name

___________________
シンタックスの説明 DNSホスト名。有効な値の範囲は 1～ 16です。name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード サービス（/system/services）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例は、DNSホスト名の作成方法を示しています。

switch-A# scope system
switch-A /system # scope services
switch-A /system/services # create dns dns10
switch-A /system/services* # commit-buffer
switch-A /system/services #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show dns

show ntp
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create dynamic-vnic-conn
ダイナミック vNIC接続を作成するには、 create dynamic-vnic-conn コマンドを使用します。

create dynamic-vnic-conn

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード サービスプロファイル（/org/service-profile）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン vNIC接続ポリシーは、VMとダイナミック vNICの間の VN-link接続を設定する方式を決定しま

す。 VMおよびダイナミック vNICをホストする Cisco M81KR VICアダプタを使用するサーバを
含む Cisco UCSインスタンスには、このポリシーが必要です。

各ダイナミックvNIC接続ポリシーには、アダプタポリシーが含まれている必要があり、ポリシー
を含むサービスプロファイルに関連付けられた任意のサーバに対して設定できる vNICの数を指
定する必要があります。

___________________
例 次の例は、ダイナミック vNIC接続の作成方法を示しています。

switch-A# scope org org10
switch-A /org # scope service-profile sp10
switch-A /org/service-profile # create dynamic-vnic-conn

switch-A /org/service-profile* # commit-buffer
switch-A /org/service-profile #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show dynamic-vnic-con

show dynamic-vnic-con-policy
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create dynamic-vnic-conn-policy
ダイナミック vNIC接続ポリシーを作成するには、 create dynamic-vnic-conn-policy コマンドを使
用します。

create dynamic-vnic-conn-policy policy-name

___________________
シンタックスの説明 vNIC接続ポリシーの名前。有効な値の範囲は 1～ 16です。policy-name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 組織（/org）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン vNIC接続ポリシーは、VMとダイナミック vNICの間の VN-link接続を設定する方式を決定しま

す。 VMおよびダイナミック vNICをホストする Cisco M81KR VICアダプタを使用するサーバを
含む Cisco UCSインスタンスには、このポリシーが必要です。

各ダイナミックvNIC接続ポリシーには、アダプタポリシーが含まれている必要があり、ポリシー
を含むサービスプロファイルに関連付けられた任意のサーバに対して設定できる vNICの数を指
定する必要があります。

___________________
例 次の例は、ダイナミック VNIC接続ポリシーの作成方法を示しています。

switch-A# scope org org10
switch-A /org # create dynamic-vnic-conn-policy dvcp10

switch-A /org/dynamic-vnic-conn-policy* # commit-buffer
switch-A /org/dynamic-vnic-conn-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show dynamic-vnic-connection-policy

show vnic-templ
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create egress-policy
出力側ポリシーを作成するには、vcenterモードで create data-centerコマンドを使用します。フォ
ルダモードでデータセンターを作成することもできます。

create egress-policy policy-name

___________________
シンタックスの説明

ポリシーの名前。ポリシーを識別する一意の数または文字のセット。

有効な値の範囲は 1～ 16です。
policy-name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 出力側ポリシー（/org/qos-policy/egress-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン データセンター

___________________
例 次の例は、データセンターの作成方法を示します。

switch-A# scope system
switch-A /system # scope vm-mgmt
switch-A /system/vm-mgmt # scope vmware
switch-A /system/vm-mgmt/vmware # scope vcenter
switch-A /system/vm-mgmt/vmware/vcenter # create data-center dc10
switch-A /system/vm-mgmt/vmware/vcenter* # commit-buffer
switch-A /system/vm-mgmt/vmware/vcenter #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show data-center

show folder
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create epuser
エンドポイントユーザを作成するには、 create epuser コマンドを使用します。

create epuser name

___________________
シンタックスの説明

エンドポイントユーザ名。有効な値の範囲は 1～ 16です。name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード IPMIアクセスプロファイル（/org/ipmi-access-profile）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン 指定されたエンドポイントユーザを作成して、組織 IPMIアクセスプロファイルエンドポイント

ユーザモードを開始します。

IPMIアクセスプロファイル内には、それぞれが独自のパスワードと権限を持つエンドポイント
ユーザを複数作成できます。

___________________
例 次の例は、エンドポイントユーザの作成方法を示しています。

switch-A# scope org org10
switch-A /org # scope ipmi-access-profile ap10
switch-A /org/ipmi-access-profile # create epuser user10
switch-A /org/ipmi-access-profile/epuser* # commit-buffer
switch-A /org/ipmi-access-profile/epuser #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show epuser

show ipmi-access-profile
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create eth-if
イーサネットインターフェイスを作成するには、 create eth-if コマンドを使用します。

create eth-if name

___________________
シンタックスの説明

インターフェイス名。有効な値の範囲は 1～ 16です。name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 仮想 NIC（/org/service-profile/vnic）

仮想 NICテンプレート（/org/vnic-templ）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例は、イーサネットインターフェイスの作成方法を示しています。

switch-A# scope org org10
switch-A /org # scope service-profile sp10
switch-A /org/service-profile # scope vnic vn10
switch-A /org/service-profile/vnic # create eth-if if10
switch-A /org/service-profile/vnic/eth-if* # commit-buffer
switch-A /org/service-profile/vnic/eth-if #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show eth-profile

show service-profile
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create eth-policy
イーサネットポリシーを作成するには、 create eth-policy コマンドを使用します。

create eth-policy name

___________________
シンタックスの説明

イーサネットポリシーの名前。有効な値の範囲は 1～ 16です。policy-name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 組織（/org）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例は、org100モードでイーサネットポリシー ep100を作成する方法を示しています。

switch-A# scope org org100
switch-A /org # create eth-policy ep100
switch-A /org/eth-policy* # commit-buffer
switch-A /org/eth-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show eth-policy

show trans-queue
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create fcoe-if
Fibre Channel over Ethernet（FCoE）インターフェイスを作成するには、 create fcoe-if コマンドを
使用します。

create fcoe-if

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 仮想 NIC（/org/service-profile/vnic）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例は、FCoEインターフェイスの作成方法を示しています。

switch# scope org org3
switch /org # scope service-profile sp1
switch /org/service-profile # scope vnic
switch /org/service-profile/vnic # create fcoe-if
switch /org/service-profile/vnic* # commit-buffer
switch /org/service-profile/vnic #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show interface

show vnic
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create fc-policy
ファイバチャネルポリシーを作成するには、 create fc-policy コマンドを使用します。

create fc-policy policy-name

___________________
シンタックスの説明

ファイバチャネルポリシーの名前。有効な値の範囲は 1～ 16で
す。

policy-name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 組織（/org）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用してファイバチャネルポリシーを作成し、組織のファイバチャネルポリシー

モードを開始します。

___________________
例 次の例は、org10モードでのファイバチャネルポリシー fcp10の作成方法を示しています。

switch# scope org org10
switch /org # create fc-policy fcp10
switch /org/fc-policy* # commit-buffer
switch /org/fc-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show fc-policy

show trans-queue
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create folder
フォルダを作成するには、VCenterモードで create folderコマンドを使用します。また、データ
センターモードでフォルダを作成することもできます。

create folder folder-name

___________________
シンタックスの説明

フォルダの名前。フォルダを識別するための数字と文字の一意のセッ

ト。有効な値の範囲は 1～ 16です。
folder-name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード VCenter（/system/vm-mgmt/vmware/vcenter）

フォルダ（/system/vm-mgmt/vmware/vcenter/data-center）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン フォルダ

___________________
例 次の例は、フォルダの作成方法を示しています。

switch-A# scope system
switch-A /system # scope vm-mgmt
switch-A /system/vm-mgmt # scope vmware
switch-A /system/vm-mgmt/vmware # scope vcenter
switch-A /system/vm-mgmt/vmware/vcenter # create folder folder10
switch-A /system/vm-mgmt/vmware/vcenter* # commit-buffer
switch-A /system/vm-mgmt/vmware/vcenter #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show folder

show vcenter
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create fw-host-pack
ホストパックを作成するには、 create fw-host-pack コマンドを使用します。

create fw-host-pack name

___________________
シンタックスの説明

パック名。有効な値の範囲は 1～ 16です。name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 組織（/org）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン パックは、アダプタ、HBA、NIC、および RAIDコントローラのようなデバイスのホストファー

ムウェアイメージの集合です。

このコマンドを使用してホストファームウェアパッケージを作成して、組織ファームウェアホ

ストパッケージモードを開始します。

___________________
例 次の例は、ホストパックの作成方法を示しています。

switch-A# scope org org3
Pubs-A /org # create fw-host-pack hp4
Pubs-A /org/fw-host-pack* # commit-buffer
Pubs-A /org/fw-host-pack #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show fw- host-pack

show fw-mgmt-pack
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create fw-mgmt-pack
管理パックを作成するには、 create fw-mgmt-pack コマンドを使用します。

create fw-mgmt-pack name

___________________
シンタックスの説明

パック名。有効な値の範囲は 1～ 16です。name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 組織（/org）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン パックは、アダプタ、HBA、NIC、および RAIDコントローラのようなデバイスのホストファー

ムウェアイメージの集合です。

このコマンドを使用して管理ファームウェアパッケージを作成して、組織ファームウェア管理

パッケージモードを開始します。

___________________
例 次の例は、管理パックの作成方法を示しています。

switch# scope org org3
switch /org # create fw-mgmt-pack mp4
switch /org/fw-host-pack* # commit-buffer
switch /org/fw-host-pack #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show fw- host-pack

show fw-mgmt-pack
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create hv-conn
HV接続を作成するには、 create hv-conn コマンドを使用します。

create hv-conn protection { none | protected } *

___________________
シンタックスの説明

接続を保護することを指定します。protection

保護なしを指定します。none

保護を指定します。protected

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード サービスプロファイル（/org/service-profile）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して Hypervisor接続を作成し、組織の HV接続モードを開始します。

___________________
例 次の例は、HV接続の作成方法を示しています。

switch# scope org org3
switch /org # scope service-profile sp1
switch /org/service-profile # create hv-conn
switch /org/service-profile/hv-conn* # commit-buffer
switch /org/service-profile/hv-conn #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show connectivity

show hv-conn
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create import-config
インポート設定を作成するには、 create import-config コマンドを使用します。

create import-config {ftp:| scp:| sftp:| tftp:} { disabled | enabled } {merge | replace }

___________________
シンタックスの説明 File Transfer Protocol（FTP;ファイル転送プロトコル）を指定します。ftp:

Secure Copy Protocol（SCP）を指定します。scp:

Secure File Transfer Protocol（SFTP;セキュアファイル転送プロトコ
ル）を指定します。

sftp:

Trivial File Transfer Protocol（TFTP;簡易ファイル転送プロトコル）を
指定します。

tftp:

ディセーブルに指定します。disabled

イネーブルに指定します。enabled

マージを指定します。merge

置換を指定します。replace

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード システム（/system）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用してインポートするファイルの設定を作成し、組織のインポートコンフィ

ギュレーションモードを開始します。
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___________________
例 次の例は、インポート設定の作成方法を示しています。

switch# scope system
switch /system # create import-config ftp: enabled replace

switch /service/import-config* # commit-buffer
switch /service/import-config #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show image

show import-config
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create initiator
発信側を作成するには、 create initiator コマンドを使用します。

create initiator id

___________________
シンタックスの説明

発信側の ID番号。有効な値の範囲は 1～ 16です。id

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード WWNプール（/org/wwn-pool）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用してWWN発信側を作成し、組織の発信側モードを開始します。

___________________
例 次の例は、発信側の作成方法を示しています。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # scope wwn-pool wwnpool3
switch-A /org/wwn-pool # create initiator
switch-A /org/wwn-pool/initiator* # commit-buffer
switch-A /org/wwn-pool/initiator #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show block

show initiator
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create interface
インターフェイスを作成するには、 create interface コマンドを使用します。

create interface slot-id port-id

___________________
シンタックスの説明

スロットの ID番号。有効な値の範囲は 2～ 5です。slot-id

ポート ID番号。有効な値の範囲は 1～ 40です。port-id

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ファイバチャネルアップリンクにおけるファブリックインターコネクト（/fc-uplink/fabric）

イーサネットサーバにおけるファブリックインターコネクト（/eth-server/fabric）

イーサネットアップリンクにおけるファブリックインターコネクト（/eth-uplink/fabric）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用してイーサネットまたはファイバチャネルのインターフェイスを作成し、組

織のインターフェイスモードを開始します。

___________________
例 次の例は、インターフェイスの作成方法を示しています。

switch# scope fc-uplink
switch /fc-uplink # scope switch b
switch /fc-uplink/switch # create interface 5 10
switch /fc-uplink/switch/interface* # commit-buffer
switch /fc-uplink/switch/interface #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show interface

show switch
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create ipmi-access-profile
IPMI（インテリジェントプラットフォーム管理インターフェイス）アクセスプロファイルを作成
するには、 create ipmi-access-profile コマンドを使用します。

create ipmi-access-profile name

___________________
シンタックスの説明 IPMIアクセスプロファイル名。有効な値の範囲は 1～ 16です。name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 組織（/org）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して IPMIアクセスプロファイルを作成し、組織の IPMIアクセスプロファ

イルモードを開始します。

___________________
例 次の例は、IPMIアクセスプロファイルを作成する方法を示しています。

switch# scope org org3
switch /org # create ipmi-access-profile ipmiProf1

switch /org/ipmi-access-profile* # commit-buffer
switch /org/ipmi-access-profile #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show epuser

show ipmi-access-profile
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create keyring
キーリングを作成するには、create keyringコマンドを使用します。

create keyring name

___________________
シンタックスの説明

キーリング名。名前には 16文字以内の英数字を使用できます。name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード セキュリティ（/security）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用してRSAキーを格納するためのキーリングを作成し、組織のキーリングモー

ドを開始します。

___________________
例 次の例は、キーリングの作成方法を示しています。

switch# scope security
switch /security # create keyring kr220
switch /security/keyring* # commit-buffer
switch /security/keyring #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show keyring
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create lan
LANを作成するには、 create lan コマンドを使用します。

create lan

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 組織下のブートポリシー（/org/boot-policy）

サービスプロファイル下のブート定義（/org/service-profile/boot-def）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して LANを作成し、組織の lanモードを開始します。

___________________
例 次の例は、LANの作成方法を示しています。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # scope boot-policy bp6
switch-A /org/boot-policy # create lan
switch-A /org/boot-policy/lan* # commit-buffer
switch-A /org/boot-policy/lan #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show boot-policy

show lan
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create local
ローカルストレージを作成するには、 create local コマンドを使用します。

create local

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ストレージ（/org/boot-policy/storage）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例は、ローカルストレージの作成方法を示しています。

switch# scope org org10
switch /org # scope boot-policy bp10
switch /org/boot-policy # scope storage
switch /org/boot-policy/storage # create local storage10
switch /org/boot-policy/storage* # commit-buffer
switch /org/boot-policy/storage #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show local

show storage
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create local-disk-config
ローカルディスク設定を作成するには、 create local-disk-config コマンドを使用します。

create local-disk-config

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード サービスプロファイル（/org/service-profile）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用してローカルディスク設定を作成し、組織のローカルディスクコンフィギュ

レーションモードを開始します。

___________________
例 次の例は、ローカルディスク設定の作成方法を示しています。

switch# scope org org3
switch /org # scope service-profile sp1
switch /org/service-profile # create local-disk-config
switch /org/service-profile/local-disk-config* # commit-buffer
switch /org/service-profile/local-disk-config #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show local-disk-config

show local-disk-config-policy
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create local-disk-config-policy
ローカルディスク設定ポリシーを作成するには、 create local-disk-config-policy コマンドを使用
します。

create local-disk-config-policy name

___________________
シンタックスの説明

ローカルディスク設定ポリシー名。有効な値の範囲は 1～ 16です。name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 組織（/org）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用してローカルディスク設定ポリシーを作成し、組織のローカルディスク設定

ポリシーモードを開始します。

___________________
例 次の例は、ローカルディスク設定ポリシーの作成方法を示しています。

switch# scope org org3
switch /org # create local-disk-config-policy ldcp1
switch /org/local-disk-config-policy* # commit-buffer
Pubs-A /org/local-disk-config-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show local-disk-config

show local-disk-config-policy

   Cisco UCS Manager CLI コマンドリファレンスリリース 1.3(1)
202 OL-22880-03-J  

コマンド

create local-disk-config-policy



create locale
ロケールを作成するには、 create locale コマンドを使用します。

create locale name

___________________
シンタックスの説明

ロケール名。有効な値の範囲は 1～ 16です。name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ローカルユーザ（/security/local-user）

セキュリティ（/security）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用してロケールを作成し、組織のローカルユーザモードを開始します。

___________________
例 次の例は、ロケールの作成方法を示しています。

switch# scope security
switch /security # scope local-user lu1
switch /security # create locale locale1
switch /security/local-user* # commit-buffer
switch /security/local-user #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show locale

show local-user
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create local-user
ローカルユーザを作成するには、 create local-user コマンドを使用します。

create local-user name

___________________
シンタックスの説明

ローカルユーザ名。有効な値の範囲は 1～ 74です。name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード セキュリティ（/security）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用してローカルユーザを作成し、組織のローカルユーザモードを開始します。

___________________
例 次の例は、ローカルユーザの作成方法を示しています。

switch# scope security
switch /security # scope local-user lu1
switch /security # create local-user lu2
switch /security/local-user* # commit-buffer
switch /security/local-user #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show locale

show local-user
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create mac-pool
MACアドレスプールを作成するには、create mac-poolコマンドを使用します。

create mac-pool name

___________________
シンタックスの説明 MACアドレスプール名。名前には32文字以内の英数字を使用できます。name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 組織（/org）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用してMACアドレスブロックを作成し、組織のMACプールモードを開始し

ます。

___________________
例 次の例は、MACプールの作成方法を示しています。

switch# scope org org3
switch /org # create mac-pool mp1
switch /org/mac-pool* # commit-buffer
switch /org/mac-pool #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show block

show pooled
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create mac-security
MACセキュリティを作成するには、 create mac-security コマンドを使用します。

create mac-security

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ポートプロファイル（/eth-uplink/port-profile）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用してMACセキュリティを作成し、組織のMACセキュリティモードを開始

します。

___________________
例 次の例は、MACセキュリティの作成方法を示しています。

switch# scope eth-uplink
switch /eth-uplink # scope port-profile pp1
switch /eth-uplink/port-profile # create mac-security
switch /eth-uplink/port-profile/mac-security* # commit-buffer
switch /eth-uplink/port-profile/mac-security #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show mac-security

show port-profile
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create member-port
メンバーポートを作成するには、 create member-port コマンドを使用します。

create member-port { a | b } slot-id port-id

___________________
シンタックスの説明

ポート Aを指定します。a

ポート Bを指定します。b

スロットの ID番号。有効な値の範囲は 1～ 5です。slot-id

ポート ID番号。有効な値の範囲は 1～ 40です。port-id

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ポートチャネル（/eth-uplink/switch/port-channel）

ファイバチャネルアップリンク下の VSAN（/fc-uplink/vsan）

ファブリックインターコネクト下の VSAN（/fc-uplink/fabric/vsan）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用してメンバーポートを作成し、組織のメンバーポートモードを開始します。

___________________
例 次の例は、メンバーポートの作成方法を示しています。

switch# scope eth-uplink
switch /eth-uplink # scope switch b
switch /eth-uplink/switch # scope port-channel 3
switch /eth-uplink/switch/port-channel # create member-port 2 4
switch /eth-uplink/switch/port-channel/member-port* # commit-buffer
switch /eth-uplink/switch/port-channel/member-port #
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

show member-port

show port-channel
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create memory
メモリ修飾子を作成するには、 create memory コマンドを使用します。

create memory

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード サーバ資格情報（/org/server-qual）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン

このコマンドを使用してメモリ修飾子を作成し、組織のメモリモードを開始します。

___________________
例 次の例は、メモリ修飾子の作成方法を示しています。

Pubs-A# scope org org3
Pubs-A /org # scope server-qual sq20
Pubs-A /org/server-qual # create memory
Pubs-A /org/server-qual/memory* # commit-buffer
Pubs-A /org/server-qual/memory #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show memory

show processor
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create ntp-server
NTPサーバを作成するには、 create ntp-server コマンドを使用します。

create ntp-server name

___________________
シンタックスの説明

サーバ名。name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード サービス（/system/services）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して NTPサーバを作成し、組織の NTPサーバモードを開始します。

___________________
例 次の例は、NTPサーバの作成方法を示しています。

switch-A# scope system
switch-A /system # scope services
switch-A /system/services # create ntp-server ntps1
switch-A /system/services/ntp-server* # commit-buffer
switch-A /system/services/ntp-server #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show dns

show ntp
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create nwctrl-policy
ネットワーク制御ポリシーを作成するには、create nwctrl-policyコマンドを使用します。

create nwctrl-policy policy-name

___________________
シンタックスの説明

ポリシー名。有効な値の範囲は 1～ 16です。policy-name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 組織（/org）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(2)

___________________
使用上のガイドライン ネットワーク制御ポリシーを作成すると、ポリシーを使用して次のタスクが実行できます。

• CDPのイネーブル化

•アップリンク障害アクションの設定

___________________
例 次の例は、ネットワーク制御ポリシーの作成方法を示しています。

switch-A# scope org org10
switch-A /org # create nwctrl-policy netCtrlP10
switch-A /org/nwctrl-policy* # commit-buffer
switch-A /org/nwctrl-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show nwctrl-policy

show service-policy
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create org
組織を作成するには、 create org コマンドを使用します。

create org name

___________________
シンタックスの説明

組織名。有効な値の範囲は 1～ 80です。name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 任意のコマンドモード

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン 組織とは、大規模の物理的なインフラストラクチャをより小規模のインフラストラクチャに分割

するために使用できる論理エンティティです。

このコマンドを使用して組織を作成し、組織モードを開始します。

___________________
例 次の例は、組織の作成方法を示しています。

Pubs-A# scope org org3
Pubs-A /org # create org org4
Pubs-A /org* # commit-buffer
Pubs-A /org #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show mac-pool

show org
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create org-ref
組織参照を作成するには、 create org-ref コマンドを使用します。

create org-ref name orgdn domain-name

___________________
シンタックスの説明

組織名。有効な値の範囲は 1～ 16です。name

組織のドメイン名を指定します。orgdn

ドメイン名。domain-name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ロケール（/security/locale）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン create org-refコマンドは、あるロケールに対する組織参照を作成します。このコマンドを使用し

て組織参照を作成し、組織の組織参照モードを開始します。

1つのコマンドラインに引数 org-ref-nameおよび orgdn-nameを複数指定してロケールの組織を複
数参照できます。また、複数の create org-refコマンドを使用して、複数の組織を同一ロケールに
追加することもできます。

___________________
例 次の例は、ロケールへの組織参照の作成方法を示しています。

switch# scope security
switch /security # scope locale locale1
switch /security/locale # create org-ref or3 orgdn or30
switch /security/locale/org-ref* # commit-buffer
switch /security/locale/org-ref #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show locale
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説明コマンド

show org
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create pack-image
イメージパックを作成するには、 create pack-image コマンドを使用します。

create pack-image hw-vendor hw-model { server-bios | adapter | raid-controller | host-nic | host-hba |
host-hba-optionrom } version

___________________
シンタックスの説明

ハードウェアベンダー。hw-vendor

ハードウェアモデル番号。hw-model

サーバのイメージを指定します。server-bios

アダプタのイメージを指定します。adapter

RAIDアレイのイメージを指定します。raid-controller

ホスト NICのイメージを指定します。host-nic

ホスト HBAのイメージを指定します。host-hba

ホスト HBAのオプションの ROMのイメージを指定します。host-hba-optionrom

ハードウェアのバージョン。version

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ファームウェア管理パッケージ（/org/fw-mgmt-pack）

ファームウェアホストパッケージ（/org/fw-host-pack）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン パックとはホストのファームウェアイメージの集まりです。

このコマンドを使用してパックイメージを作成し、組織のパックイメージモードを開始します。
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create pack-imageコマンドで検出されるキーワードは /org/fw-mgmt-packモードではサポートされ
ません。

___________________
例 次の例は、イメージパックの作成方法を示しています。

switch# scope org org3
switch /org # scope fw-mgmt-pack fmp1
switch /org/fw-mgmt-pack # create pack-image hp 1100 bmc 1.2
switch /org/fw-mgmt-pack/pack-image* # commit-buffer
switch /org/fw-mgmt-pack/pack-image #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show fw-host-pack

show fw-mgmt-pack
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create path
LANイメージパスを作成するには、 create path コマンドを使用します。

create path { primary | secondary }

___________________
シンタックスの説明

プライマリパスを指定します。primary

セカンダリパスを指定します。secondary

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード boot-definition/storage下の SANイメージ（/org/service-profile/boot-def/storage/san-image）

boot-policy下の LAN（/org/boot-policy/lan）

boot-definition /org/service-profile/boot-def/lan下の LAN

boot-policy/storage下の SANイメージ（/org/boot-policy/storage/san-image）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン LANイメージパスとは、PXEブートなど、LAN上のイメージからブートするときに vNICで使

用されるパスです。各パスに対して使用する vNICを指定できます。

このコマンドを使用して LANイメージパスを作成し、組織のパスモードを開始します。

___________________
例 次の例は、LANイメージパスの作成方法を示しています。

switch# scope org org3
switch /org # scope boot-policy boot1
switch /org/boot-policy # scope lan
switch /org/boot-policy/lan # create path primary
switch /org/boot-policy/lan/path* # commit-buffer
switch /org/boot-policy/lan/path #
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

show lan

show path
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create physical-qual
サーバプールポリシーの物理修飾子を作成するには、 create physical-qual コマンドを使用しま
す。

create physical-qual

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード サーバ資格情報（/org/server-qual）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.3(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用してサーバプールポリシーの物理修飾子を作成し、組織の物理修飾子モード

を開始します。

___________________
例 次の例は、物理修飾子の作成方法を示しています。

switch# scope org org3
switch /org # scope server-qual sq20
switch /org/server-qual # create physical-qual
switch /org/server-qual/physical-qual* # commit-buffer
switch /org/server-qual/physical-qual #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show physical-qual

show server-qual
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create pin-group
ピングループを作成するには、 create pin-group コマンドを使用します。

create pin-group name

___________________
シンタックスの説明

ピングループ名。有効な値の範囲は 1～ 16です。name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード イーサネットアップリンク（/eth-uplink）

ファイバチャネルアップリンク（/fc-uplink）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン Cisco UCSのピン接続は、アップリンクポートにだけ関連します。

ピングループおよびアップリンクポートに対するピン接続における最適な設定を判断する場合、

サーバについて予想される帯域幅使用状況を考慮します。システムに含まれるサーバの一部が大

量の帯域幅を使用することがわかっている場合は、必ず、これらのサーバを別のアップリンク

ポートにピン接続してください。

このコマンドを使用してピングループを作成し、組織のピングループモードを開始します。

___________________
例 次の例は、ピングループの作成方法を示しています。

switch# scope eth-uplink
switch /eth-uplink # create pin-group pg110
switch /eth-uplink/pin-group* # commit-buffer
switch /eth-uplink/pin-group #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show eth-uplink

show pin-group
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create policy
ポリシーを作成するには、 create policy コマンドを使用します。

callhome モード

create policy event

フロー制御モード

create policy name

___________________
シンタックスの説明

事前定義された障害またはシステムイベントタイプを選択します。イベン

トのオプションについては、使用ガイドラインを参照してください。

event

ポリシー名。名前には 1～ 16文字を使用できます。name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード Callhome（/monitoring/callhome）

フロー制御（/eth-uplink/flow-control）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

このコマンドは Call Homeの追加のイベントタイプを追加するため
に変更されました。

1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用してポリシーを作成し、組織の callhomeモードまたは組織のフロー制御モー

ドを開始します。

Call Homeの設定では、このコマンドを使用して定義済みの障害またはシステムイベントの種類
に対するポリシーのインスタンスを作成します。次のリストに、Call Homeイベントタイプで使
用可能なキーワードを示します。

• association-failed

• chassis-seeprom-error

• configuration-failure
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• connectivity-problem

• election-failure

• equipment-inaccessible

• equipment-inoperable

• equipment-problem

• fru-problem

• identity-unestablishable

• link-down

• management-services-failure

• management-services-unresponsive

• power-problem

• thermal-problem

• unspecified

• version-incompatible

• voltage-problem

フロー制御の設定では、このコマンドを使用して名前付きポリシーを作成します。

___________________
例 次の例は、リンクダウンイベントの Call Homeポリシーインスタンスを作成してイネーブル化す

る方法を示しています。

switch-A# scope monitoring
switch-A /monitoring # scope callhome
switch-A /monitoring/callhome # create policy link-down
switch-A /monitoring/callhome/policy # set admin-state enabled
switch-A /monitoring/callhome/policy* # commit-buffer
switch-A /monitoring/callhome/policy #

次の例は、フロー制御の名前付きポリシーの作成方法を示しています。

switch-A # scope eth-uplink
switch-A /eth-uplink # scope flow-control
switch-A /eth-uplink/flow-control # create policy policy1
switch-A /eth-uplink/flow-control* # commit-buffer
switch-A /eth-uplink/flow-control #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

enter policy

show policy

show stats-threshold-policy
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create pooling-policy
プーリングポリシーを作成するには、 create pooling-policy コマンドを使用します。

create pooling-policy name

___________________
シンタックスの説明

ポリシー名。有効な値の範囲は 1～ 16です。name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 組織（/org）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン サーバのプーリングポリシーを作成し、組織のプーリングポリシーモードを開始します。

___________________
例 次の例は、プーリングポリシーの作成方法を示しています。

switch# scope org org3
switch /org # create pooling-policy pp110
switch /org/pooling-policy* # commit-buffer
switch /org/pooling-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show policy

show pooling-policy
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create port-channel
ポートチャネルを作成するには、 create port-channel コマンドを使用します。

create port-channel id

___________________
シンタックスの説明

ポート ID番号。有効な値の範囲は 1～ 40です。id

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ファブリックインターコネクト（/eth-uplink/fabric）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン ポートチャネルを使用すると、1つのスイッチ上に複数のアップリンクが使用されている場合に、

容量を最大限に活用できます。

このコマンドを使用してポートチャネルを作成し、組織のポートチャネルモードを開始します。

___________________
例 次の例は、ポートチャネルの作成方法を示しています。

switch# scope eth-uplink
switch /eth-uplink # scope switch b
switch /eth-uplink/switch # create port-channel 20
switch /eth-uplink/switch/port-channel* # commit-buffer
switch /eth-uplink/switch/port-channel #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show port-channel

show switch
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create port-profile（イーサネットアップリンク）
ポートプロファイルを作成するには、 create port-profile コマンドを使用します。

create port-profile name

___________________
シンタックスの説明

ポートプロファイル名。有効な値の範囲は 1～ 16です。name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード イーサネットアップリンク（/eth-uplink）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用してポートプロファイルを作成し、組織のポートプロファイルモードを開

始します。

___________________
例 次の例は、ポートプロファイルの作成方法を示します。

switch# scope eth-uplink
switch /eth-uplink # create port-profile pp110
switch /eth-uplink/port-profile* # commit-buffer
switch /eth-uplink/port-profile #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show eth-uplink

show port-profile
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create port-profile（プロファイルセット）
ポートプロファイルを作成するには、profile-setモードで create port-profileコマンドを使用しま
す。

create port-profile profile-name

___________________
シンタックスの説明

プロファイルの名前。プロファイルを識別するための数字と文字の一意

のセット。有効な値の範囲は 1～ 31です。
profile-name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード プロファイルセット（/system/vm-mgmt/vmware/profile-set）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン ポートプロファイルクライアントは、ポートプロファイルが適用されるDVSを決定します。デ

フォルトでは、ポートプロファイルは vCenter内のすべてのDVSに適用されますが、ポートプロ
ファイルクライアントを使用すると特定のデータセンターまたはデータセンターフォルダにある

すべての DVS、または特定の DVSにポートプロファイルを適用することもできます。

create port-profileを使用すると指定したポートプロファイルが作成され、システム VM管理
VMwareプロファイルセットポートプロファイルモードが開始します。

___________________
例 次の例は、ポートプロファイルの作成方法を示します。

switch-A# scope system
switch-A /system # scope vm-mgmt
switch-A /system/vm-mgmt # scope vmware
switch-A /system/vm-mgmt/vmware # create port-profile pp100
switch-A /system/vm-mgmt/vmware* # commit-buffer
switch-A /system/vm-mgmt/vmware #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show
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説明コマンド

show port profile
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create processor
サーバプールポリシーのプロセッサ修飾子を作成するには、 create processor コマンドを使用し
ます。

create processor

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード サーバ資格情報（/org/server-qual）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されまし

た。

1.0(1)

このコマンドは削除されまし

た。

1.3(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用してサーバプールポリシーのプロセッサ修飾子を作成し、組織のプロセッサ

モードを開始します。

作成できるプロセッサ修飾子は 1つだけです。

新しいリリースでは、このコマンドが create cpuコマンドに置き換えられました。（注）

___________________
例 次の例は、プロセッサ修飾子の作成方法を示しています。

switch# scope org org3
switch /org # scope server-qual sq20
switch /org/server-qual # create processor
switch /org/server-qual/processor* # commit-buffer
switch /org/server-qual/processor #
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

show processor

show server-qual
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create profile
プロファイルを作成するには、 create profile コマンドを使用します。

create profile name

___________________
シンタックスの説明

プロファイル名。有効な値の範囲は 1～ 16です。name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード Callhome（/monitoring/callhome）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用してプロファイルを作成し、組織のプロファイルモードを開始します。

___________________
例 次の例は、プロファイルの作成方法を示しています。

switch# scope monitoring
switch /monitoring # scope callhome
switch /monitoring/callhome # create profile p210
switch /monitoring/callhome/profile* # commit-buffer
switch /monitoring/callhome/profile #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show callhome

show profile
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create qos-policy
QoSポリシーを作成するには、orgモードで create qos-policyコマンドを使用します。

create qos-policy policy-name

___________________
シンタックスの説明 QoSポリシーの名前。ポリシーを識別する一意の数または文字のセッ

ト。有効な値の範囲は 1～ 16です。
policy-name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 組織（/org）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例は、QoSポリシーの作成方法を示しています。

switch-A# scope org
switch-A /org # create qos-policy qp10
switch-A /org* # commit-buffer
switch-A /org #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show egress-policy

show qos-policy
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create role
ロールを作成するには、 create role コマンドを使用します。

create role name

___________________
シンタックスの説明

ロール名。有効な値の範囲は 1～ 16です。name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ローカルユーザ（/security/local-user）

セキュリティ（/security）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用してロールを作成し、組織のロールモードを開始します。

___________________
例 次の例は、ロールの作成方法を示しています。

switch# scope security
switch /security # create role admin
switch /security/role* # commit-buffer
switch /security/role #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show local-user

show role
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create san-image
SANイメージ作成するには、 create san-image コマンドを使用します。

create san-image { primary | secondary }

___________________
シンタックスの説明

プライマリイメージを指定します。primary

セカンダリイメージを指定します。secondary

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ストレージ（/org/service-profile/boot-def/storage）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン 作成およびコミットできる SANイメージは 1つだけです。

このコマンドを使用して SANイメージを作成し、組織の SANイメージモードを開始します。

___________________
例 次の例は、SANイメージの作成方法を示しています。

switch#scope org org3
switch /org # scope service-profile sp1
switch /org/service-profile # scope boot-def
switch /org/service-profile/boot-def # scope storage
switch /org/service-profile/boot-def/storage # create san-image primary

switch /org/service-profile/boot-def/storage/san-image* # commit-buffer
switch /org/service-profile/boot-def/storage/san-image #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show local

show san-image
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create scrub-policy
スクラブポリシーを作成するには、 create scrub-policy コマンドを使用します。

create scrub-policy name

___________________
シンタックスの説明

スクラブポリシー名。有効な値の範囲は 1～ 16です。name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 組織（/org）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用してスクラブポリシーを作成し、組織のスクラブポリシーモードを開始し

ます。

___________________
例 次の例は、スクラブポリシーの作成方法を示しています。

switch# scope org org100
switch /org # create scrub-policy scrub100
switch /org/scrub-policy* # commit-buffer
switch /org/scrub-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show server-disc-policy

show scrub-policy
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create server
サーバを作成するには、 create server コマンドを使用します。

create server {server-name | chassis-id/slot-id}

___________________
シンタックスの説明

サーバの名前。この値の有効なエントリは名前または IPアドレス
です。名前の有効な値の範囲は 1～ 16です。

server-name

シャーシおよびスロットの ID番号。chassis-id/slot-id

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード VMware管理（/system/vm-mgmt）

LDAP（/security/ldap）

TACACS（/security/tacacs）

RADIUS（/security/radius）

サーバプール（/org/server-pool）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドは、/org/server-poolモードだけで name引数を取ります。

このコマンドを使用してサーバを作成し、組織のサーバモードを開始します。

___________________
例 次の例は、サーバの作成方法を示しています。

switch#scope security
switch /security # scope radius
switch /security/radius # create server radius 209.165.200.226
switch /security/radius/server* # commit-buffer
switch /security/radius/server #
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

show aaa

show server
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create server-autoconfig-policy
サーバの自動設定ポリシーを作成するには、 create server-autoconfig-policy コマンドを使用しま
す。

create server-autoconfig-policy name

___________________
シンタックスの説明

ポリシー名。有効な値の範囲は 1～ 16です。name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 組織（/org）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン server-autoconfig-policyコマンドは、org /だけで定義できます。

このコマンドを使用して、指定されたポリシー名でサーバの自動設定ポリシーを作成し、組織の

サーバの自動設定ポリシーモードを開始します。

___________________
例 次の例は、サーバの自動設定ポリシーの作成方法を示しています。

switch#scope org org3
switch /org # create server-autoconfig-policy sap110

switch /org/server-autoconfig-policy* # commit-buffer
switch /org/server-autoconfig-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show server-disc-policy

show server-autoconfig-policy
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create server-disc-policy
サーバ検出ポリシーを作成するには、 create server-disc-policy コマンドを使用します。

create server-disc-policy name

___________________
シンタックスの説明

サーバ検出ポリシー名。有効な値の範囲は 1～ 16です。name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 組織（/org）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン server-disc-policyコマンドは、org /だけで定義できます。

このコマンドを使用してサーバ検出ポリシーを作成し、組織のサーバ検出ポリシーモードを開始

します。

___________________
例 次の例は、サーバ検出ポリシーの作成方法を示しています。

switch#scope org org3
switch /org # create server-disc-policy sdp110
switch /org/server-disc-policy* # commit-buffer
switch /org/server-disc-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show server-disc-policy

show server-autoconfig-policy
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create server-inherit-policy
サーバ継承ポリシーを作成するには、 create server-inherit-policy コマンドを使用します。

create server-inherit-policy name

___________________
シンタックスの説明

ポリシー名。有効な値の範囲は 1～ 16です。name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 組織（/org）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン server-inherit-policyコマンドは、org /だけで定義できます。

このコマンドを使用してサーバ継承ポリシーを作成し、組織のサーバ継承ポリシーモードを開始

します。

___________________
例 次の例は、サーバ継承ポリシーの作成方法を示しています。

switch#scope org /
switch /org # create server-inherit-policy sip110

switch /org/server-inherit-policy* # commit-buffer
switch /org/server-inherit-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show server-disc-policy

show server-inherit-policy
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create server-pool
サーバプールを作成するには、create server-poolコマンドを使用します。

create server-pool name

___________________
シンタックスの説明

サーバプール名。名前には 32文字以内の英数字を使用できます。name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 組織（/org）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用してサーバプールを作成し、組織のサーバプールモードを開始します。

___________________
例 次の例は、サーバプールの作成方法を示しています。

switch#scope org org3
switch /org # create server-pool sPool10
switch /org/server-pool* # commit-buffer
switch /org/server-pool #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show org

show server-pool
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create server-qual
サーバ修飾子を作成するには、 create server-qual コマンドを使用します。

create server-qual name

___________________
シンタックスの説明

サーバ修飾子名。有効な値の範囲は 1～ 16です。name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 組織（/org）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用してサーバ修飾子を作成し、組織のサーバ資格モードを開始します。

___________________
例 次の例は、サーバ修飾子の作成方法を示しています。

switch#scope org org3
switch /org # create server-qual sql10
switch /org/server-qual* # commit-buffer
switch /org/server-qual #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show server-pool

show server-qual
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create service-profile
サービスプロファイルを作成するには、 create service-profile コマンドを使用します。

create service-profile name [ initial-template | instance | updating-template ]

___________________
シンタックスの説明

サービスプロファイル名。有効な値の範囲は 1～ 16です。name

このテンプレートを更新してもインスタントが自動的に更新されな

いよう指定します。

initial-template

サービスプロファイルインスタンスを指定します。instance

このテンプレートを更新するとインスタントが自動的に更新される

よう指定します。

updating-template

___________________
コマンドデフォルト なし。

___________________
コマンドモード 組織（/org）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用してサービスプロファイルを作成し、サービスプロファイルモードを開始

します。

___________________
例 次の例は、サービスプロファイルの作成方法を示しています。

switch# scope org org110
switch /org # create service-profile spEast110

switch /org/service-profile* # commit-buffer
switch /org/service-profile #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show ipmi-access-profile
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説明コマンド

show service-profile
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create slot
スロットを作成するには、 create slot コマンドを使用します。

create slot min-id max-id

___________________
シンタックスの説明

最小スロット ID番号。有効な値の範囲は 1～ 8です。min-id

最大スロット ID番号。有効な値の範囲は 1～ 8です。max-id

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード シャーシ（/org/server-qual/chassis）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して指定された IDのスロットを作成し、組織のスロットモードを開始しま

す。

___________________
例 次の例は、スロットの作成方法を示しています。

switch# scope org org10
switch /org # scope server-qual sq10
switch /org/server-qual # scope chassis 1 1
switch /org/server-qual/chassis # create slot 1 1
switch /org/server-qual/chassis/slot* # commit-buffer
switch /org/server-qual/chassis/slot #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show chassis

show slot
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create snmp-trap
SNMPトラップを作成するには、 create snmp-trap コマンドを使用します。

create snmp-trap ip-address

___________________
シンタックスの説明

ホストの IPアドレス。 IPアドレスはA.B.C.Dの形式で指定します。ip-address

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード モニタリング（/monitoring）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン SNMPトラップを作成するには、事前に SNMPコミュニティを作成する必要があります。

___________________
例 次の例は、SNMPトラップの作成方法を示しています。

switch#scope monitoring
switch /monitoring # create snmp-trap 192.0.2.34
switch /monitoring/snmp-trap* # commit-buffer
switch /monitoring/snmp-trap #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show snmp

show snmp-trap
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create snmp-user
SNMPv3ユーザを作成するには、create snmp-userコマンドを使用します。

create snmp-useruser-name

___________________
シンタックスの説明

ユーザ名。有効な値の範囲は 1～ 16です。user-name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 組織（/org）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(2)

___________________
例 次の例は、SNMPv3ユーザの作成方法を示しています。

switch-A# scope monitoring
switch-A /monitoring # create snmp-user snmpUser10
switch-A /monitoring* # commit-buffer
switch-A /monitoring #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show snmp

show snmp-user
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create sol-config
Serial over LAN（SoL）設定を作成するには、 create sol-config コマンドを使用します。

create sol-config

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード サービスプロファイル（/org/service-profile）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して SoL設定を作成し、組織の SoLコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

___________________
例 次の例は、SoL設定の作成方法を示しています。

switch-A# scope org org30
switch-A /org # scope service-profile sp30a
switch-A /org/service-profile # create sol-config
switch-A /org/service-profile/sol-config* # commit-buffer
switch-A /org/service-profile/sol-config #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show sol-config

show sol-policy
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create sol-policy
SoLポリシーを作成するには、 create sol-policy コマンドを使用します。

create sol-policy name

___________________
シンタックスの説明 SoLポリシー名。有効な値の範囲は 1～ 16です。name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 組織（/org）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して指定された名前で SoLポリシーを作成し、組織の SoLポリシーモードを

開始します。

___________________
例 次の例は、SoLポリシーの作成方法を示しています。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # create sol-policy solpol1
switch-A /org/sol-policy* # commit-buffer
switch-A /org/sol-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show org

show sol-policy
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create stats-threshold-policy
統計情報しきい値ポリシーを作成するには、 create stats-threshold-policy コマンドを使用します。

create stats-threshold-policy name

___________________
シンタックスの説明

ポリシー名。有効な値の範囲は 1～ 16です。name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 組織（/org）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して統計情報しきい値ポリシーを作成し、組織の統計情報しきい値ポリシー

モードを開始します。

___________________
例 次の例は、統計情報しきい値ポリシーの作成方法を示しています。

switch# scope org org10
switch /org # create stats-threshold-policy stp10

switch /org/stats-threshold-policy* # commit-buffer
switch /org/stats-threshold-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show pooling-policy

show stats-threshold-policy
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create storage
ストレージを作成するには、 create storage コマンドを使用します。

create storage

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ブート定義（/org/service-profile/boot-def）

ブートポリシー（/org/boot-policy）

サーバ資格情報（/org/server-qual）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用してストレージ資格を作成し、組織のサーバ資格ストレージモードを開始し

ます。

___________________
例 次の例は、ストレージの作成方法を示しています。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # scope service-profile sp1
switch-A /org/service-profile # scope boot-def bd1
switch-A /org/service-profile/boot-def # create storage
switch-A /org/service-profile/boot-def/storage* # commit-buffer
switch /org/service-profile/boot-def/storage #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show boot-definition

show storage
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create threshold-value
プロパティのしきい値を作成するには、 create threshold-value コマンドを使用します。

create threshold-value { above-normal | below-normal } { cleared | condition | critical | info | major |
minor | warning }

___________________
シンタックスの説明

値を above normalに設定します。above-normal

値を below normalに設定します。below-normal

しきい値を clearedに設定します。cleared

しきい値を conditionに設定します。condition

しきい値を criticalに設定します。critical

しきい値を infoに設定します。info

しきい値を majorに設定します。major

しきい値を minorに設定します。minor

しきい値を warningに設定します。warning

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード イーサネットアップリンク（/eth-uplink/stats-threshold-policy/class/property）

ファイバチャネル（/fc-uplink/stats-threshold-policy/class/property）

イーサネットサーバ（/eth-server/stats-threshold-policy/class/property）

組織（/org/stats-threshold-policy/class/property）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0.1
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___________________
使用上のガイドライン このコマンドはクラスプロパティに、指定したしきい値を作成し、組織の統計情報しきい値ポリ

シークラスプロパティしきい値モードを開始します。 set threshold-valueコマンドを実行するに
は、クラスとプロパティが作成されている必要があります。このコマンドは、作成したプロパ

ティの値を設定するために使用します。

1つのクラスプロパティに対して複数のしきい値を設定できます。このコマンドを使用する前
に、set normal-valueコマンドでベースラインを設定します。

___________________
例 次の例では、vnic-statsクラスの bytes-rx-deltaプロパティへのしきい値の設定方法を示します。

switch-A#scope org org100
switch-A /org # scope stats-threshold-policy stp100

switch-A /org/stats-threshold-policy # scope class vnic-stats
switch-A /org/stats-threshold-policy/class # scope property bytes-rx-delta
switch-A /org/stats-threshold-policy/class/property # create threshold-value above-normal
critical
switch-A /org/stats-threshold-policy/class/property* # commit-buffer
switch-A /org/stats-threshold-policy/class/property #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show property

show threshold-value
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create trustpoint
トラストポイントを作成するには、create trustpointコマンドを使用します。

create trustpoint name

___________________
シンタックスの説明

トラストポイント名。名前には 16文字以内の英数字を使用できます。name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード セキュリティ（/security）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、インターネットキーエクスチェンジ（IKE）認証時の証明書検証に使

用するトラストポイントを識別し、組織のトラストポイントモードを開始します。

___________________
例 次の例は、トラストポイントの作成方法を示しています。

switch-A# scope security
switch-A /security # create trustpoint tPoint10
switch-A /security/trustpoint* # commit-buffer
switch-A /security/trustpoint #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show keyring

show trustpoint
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create uuid-suffix-pool
UUID接尾辞プールを作成するには、 create uuid-suffix-pool コマンドを使用します。

create uuid-suffix-pool name

___________________
シンタックスの説明 UUID接尾辞プール名。名前には 32文字以内の英数字を使用できます。name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 組織（/org）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン 指定された名前で UUID接尾辞プールを作成し、組織の UUID接尾辞プールモードを開始しま

す。

___________________
例 次の例は、UUID接尾辞プールの作成方法を示しています。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # create uuid-suffix-pool uuidsp1
switch-A /org/uuid-suffix-pool* # commit-buffer
switch-A /org/uuid-suffix-pool #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show uuid-suffix-pool

show wwn-pool
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create vcenter
VCenterを作成するには、VMwareモードで create vcenterコマンドを使用します。

create vcenter vcenter-name

___________________
シンタックスの説明 VCenterの名前。 VCenterを識別するための数字と文字の一意のセッ

ト。有効な値の範囲は 1～ 16です。
vcenter-name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード VMware（/system/vm-mgmt/vmware）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
例 次の例では、VCenterの作成方法を示します。

switch-A# scope system
switch-A /system # scope vm-mgmt
switch-A /system/vm-mgmt # scope vmware
switch-A /system/vm-mgmt/vmware # create vcenter vc10
switch-A /system/vm-mgmt/vmware* # commit-buffer
switch-A /system/vm-mgmt/vmware #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show vcenter

show virtual-machine
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create vcon
vCon（仮想ネットワークインターフェイス接続）を作成するには、create vconコマンドを使用し
ます。

create vcon {1 | 2}

___________________
シンタックスの説明

仮想ネットワークインターフェイス接続 1を指定します。1

仮想ネットワークインターフェイス接続 2を指定します。2

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード サービスプロファイル（/org/service-profile）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
例 次の例では、vConの作成方法を示します。

switch-A# scope org org100
switch-A /org # scope service-profile sp100
switch-A /org/service-profile # create vcon vc100
switch-A /org/service-profile* # commit-buffer
switch-A /org/service-profile #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show service-profile

show vcon
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create vcon-policy
vConポリシー（vNIC/vHBA配置プロファイル）を作成するには、create vcon-policyコマンドを
使用します。

create vcon-policy policy-name

___________________
シンタックスの説明

ポリシーの名前。policy-name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 組織（/org）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン 指定した vConポリシーを作成し、組織の vConポリシーモードを開始します。 vConポリシー

は、複数のアダプタがあるサーバに対してアダプタ間の vNICと vHBAの配置と分散を決定しま
す。

policy-nameはポリシーを識別するための数字と文字の一意のセットである必要があります。有効
な値の範囲は 1～ 16です。

___________________
例 次の例では、vConポリシーの作成方法を示します。

switch-A# scope org /
switch-A /org # create vcon-policy vcp100
switch-A /org* # commit-buffer
switch-A /org #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show vcon

show vcon-policy
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create vhba
仮想 HBA（vHBA）を作成するには、 create vhba コマンドを使用します。

create vhba name { fabric { a | b } | fc-if fc-if } *

___________________
シンタックスの説明 vHBA名。有効な値の範囲は 1～ 16です。name

ファブリックを指定します。fabric

ファブリック Aを指定します。a

ファブリック Bを指定します。b

ファイバチャネルインターフェイスを指定します。fc-if

インターフェイス名。有効な値の範囲は 1～ 16です。interface-name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード サービスプロファイル（/org/service-profile）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して vHBAを作成し、組織の仮想 HBAモードを開始します。

___________________
例 次の例は、vHBAの作成方法を示しています。

switch-A# scope org org30
switch-A /org # scope service-profile sp10a
switch-A /org/service-profile # create vhba 10a
switch-A /org/service-profile/vhba* # commit-buffer
switch-A /org/service-profile/vhba #
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

show vhba

show vnic
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create vhba-templ
vHBAコマンドを作成するには、 create vhba-templ コマンドを使用します。

create vhba-templ name { fabric { a | b } | fc-if fci-name } *

___________________
シンタックスの説明 vHBAテンプレート名。有効な値の範囲は 1～ 16です。name

ファブリックを指定します。fabric

ファブリック Aを指定します。a

ファブリック Bを指定します。b

ファイバチャネルインターフェイスを指定します。fc-if

ファイバチャネルインターフェイス名。有効な値の範囲は 1～ 16で
す。

fci-name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 組織（/org）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン vHBAとは、物理ネットワークアダプタ上に設定される仮想化されたホストバスアダプタのこと

で、サーバのオペレーティングシステムには物理 HBAに見えます。システムのアダプタの種類
に応じて作成できる vHBAの数が決まります。

このコマンドを使用して vHBAテンプレートを作成し、組織の仮想 HBAテンプレートモードを
開始します。

___________________
例 次の例は、vHBAテンプレートの作成方法を示しています。

switch-A# scope org org10
switch-A /org # create vhba-templ vhbat10
switch-A /org/vhba-templ* # commit-buffer

   Cisco UCS Manager CLI コマンドリファレンスリリース 1.3(1)
260 OL-22880-03-J  

コマンド

create vhba-templ



switch-A /org/vhba-templ #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show fc-if

show vhba-templ
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create virtual-media
仮想メディアを作成するには、 create virtual-media コマンドを使用します。

create virtual-media { read-only | read-write }

___________________
シンタックスの説明

読み取り専用の仮想メディアを指定します。read-only

読み取りおよび書き込みの仮想メディアを指定します。read-write

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ブートポリシー（/org/boot-policy）

ブート定義（/org/service-profile/boot-def）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して指定された名前で仮想メディアを作成し、組織の仮想メディアモードを

開始します。

___________________
例 次の例では、仮想メディアの作成方法を示します。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # scope service-profile sp1
switch-A /org/service-profile # scope boot-def
switch-A /org/service-profile/boot-definition # create virtual-media read-write
switch-A /org/service-profile/boot-definition/virtual-media* # commit-buffer
switch-A /org/service-profile/boot-definition/virtual-media #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show storage

show virtual-media
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create vlan
VLANを作成するには、create vlanコマンドを使用します。

create vlan name id

___________________
シンタックスの説明 VLAN名。名前は最大 16文字で指定できます。name

VLAN ID番号。有効な値の範囲は、1～ 3967および 4048～ 4093です。id

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード イーサネットアップリンク（/eth-uplink）

ファブリック（/eth-uplink/fabric）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して指定された名前と ID番号でVLANを作成し、vlanモードを開始します。

___________________
例 次の例では、VLANの作成方法を示します。

switch-A# scope eth-uplink
switch-A /eth-uplink # create vlan vlan1 10
switch-A /eth-uplink/vlan* # commit-buffer
switch-A /eth-uplink/vlan #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show interface

show vlan

Cisco UCS Manager CLI コマンドリファレンスリリース 1.3(1)    
   OL-22880-03-J 263

コマンド

create vlan



create vlan（ポートプロファイル）
ポートプロファイルの VLANを作成するには、create vlanコマンドを使用します。

create vlan name

___________________
シンタックスの説明 VLAN名。名前は最大 16文字で指定できます。name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ポートプロファイル（/system/vm-mgmt/vmware/profile-set/port-profile）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して指定した名前でポートプロファイルのVLANを作成し、vlanモードを開

始します。

___________________
例 次の例では、ポートプロファイルの VLANの作成方法を示します。

switch-A# scope system
switch-A /system # scope vm-mgmt
switch-A /system/vm-mgmt # scope vmware
switch-A /system/vm-mgmt/vmware # scope profile-set
switch-A /system/vm-mgmt/vmware/profile-set # scope port-profile pp100
switch-A /system/vm-mgmt/vmware/profile-set/port-profile # create vlan v100
switch-A /system/vm-mgmt/vmware/profile-set/port-profile/vlan* # commit-buffer
switch-A /system/vm-mgmt/vmware/profile-set/port-profile/vlan #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show port-profile
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create vnic
VNIC（仮想ネットワークインターフェイスカード）を作成するには、 create vnic コマンドを使
用します。

create vnic name { fabric { a | a-b | b | b-a } | eth-if eth-if } *

___________________
シンタックスの説明 VNICテンプレート名。有効な値の範囲は 1～ 16です。name

ファブリックスイッチ ID番号を指定します。fabric

スイッチ Aを指定します。a

スイッチ Aをプライマリとして冗長を指定します。a-b

スイッチ Bを指定します。b

スイッチ Bをプライマリとして冗長を指定します。b-a

イーサネットインターフェイスを指定します。eth-if

イーサネットインターフェイス名。有効な値の範囲は 1～ 16です。eth-if

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード サービスプロファイル（/org/service-profile）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して指定された名前でvNICを作成し、組織の仮想NICモードを開始します。

___________________
例 次の例では、vNICの作成方法を示します。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # scope service-profile sp1
switch-A /org/service-profile # create vnic vnic110
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switch-A /org/service-profile/vnic* # commit-buffer
switch-A /org/service-profile/vnic #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show interface

show vnic
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create vnic-egress-policy
vNIC出力側ポリシーを作成するには、 create vnic-egress-policy コマンドを使用します。

create vnic-egress-policy

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 仮想 NIC QoS（/org/vnic-qos）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

このコマンドを使用して vNIC出力側ポリシーを作成し、組織の仮想 NIC出力側ポリシーモード
を開始します。

___________________
例 次の例では、vNIC出力側ポリシーの作成方法を示します。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # scope vnic-qos vnicq1
switch-A /org/vnic-qos # create vnic-egress-policy
switch-A /org/vnic-qos* # commit-buffer
switch-A /org/vnic-qos #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show vnic

show vnic-egress-policy
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create vnic-templ
vNICテンプレートを作成するには、 create vnic-templ コマンドを使用します。

create vnic-templ name { fabric { a | a-b | b | b-a } | target { adapter | vm } + | eth-if eth-if } *

___________________
シンタックスの説明 vNICテンプレート名。有効な値の範囲は 1～ 16です。name

ファブリックスイッチ ID番号を指定します。fabric

スイッチ Aを指定します。a

スイッチ Aをプライマリとして冗長を指定します。a-b

スイッチ Bを指定します。b

スイッチ Bをプライマリとして冗長を指定します。b-a

アダプタまたは仮想マシンをターゲットに指定します。target

アダプタを指定します。adapter

仮想マシンを指定します。vm

イーサネットインターフェイスを指定します。eth-if

イーサネットインターフェイス名。有効な値の範囲は 1～ 16です。eth-if

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 組織（/org）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して vNICテンプレートを作成し、組織の仮想 NICテンプレートモードを開

始します。
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___________________
例 次の例では、vNICテンプレートの作成方法を示します。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # create vnic-templ vnict1 eth-if 10
switch-A /org/vnic-templ* # commit-buffer
switch-A /org/vnic-templ #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show eth-if

show vnic-templ
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create vsan
VSANを作成するには、 create vsan コマンドを使用します。

create vsan name id fcoe-vlan

___________________
シンタックスの説明 VSAN名。有効な値の範囲は 1～ 16です。name

VSAN ID番号。有効な値の範囲は 1～ 4093です。id

デフォルト 1を指定します。default-2

Fibre Channel over Ethernet VLAN。有効な値の範囲は 1～ 4093で
す。

fcoe-vlan

デフォルト 2を指定します。default-1

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ファイバチャネルアップリンク（/fc-uplink）

スイッチ（/fc-uplink/switch）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して指定された名前でVSANを作成し、組織のVSANモードを開始します。

ID 1～ 4093を使用してネームド VSANを作成することができます。異なる FCoE VLANに設定
された VSANで同じ IDを共有できません。

___________________
例 次の例では、VSANの作成方法を示します。

switch-A# scope fc-uplink
switch-A /fc-uplink # create vsan vs2 6 10
switch-A /fc-uplink/vsan* # commit-buffer
switch-A /fc-uplink/vsan #
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

show vif

show vsan
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create wwn-pool
WWN（World Wide Name）プールを作成するには、 create wwn-pool コマンドを使用します。

create wwn-pool name {node-wwn-assignment| port-wwn-assignment}

___________________
シンタックスの説明 WWNプール名。名前には 32文字以内の英数字を使用できま

す。

name

ワールドワイドノード名の割り当てを指定します。node-wwn-assignment

ワールドワイドノードポートの割り当てを指定します。port-wwn-assignment

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 組織（/org）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して指定された名前でWWNプールを作成し、組織のWWNプールモードを

開始します。

WWNプールに含めることができるのは、WWNNまたは範囲が 20:xxのWWPNだけです。その
他のWWN範囲はすべて予約されています。

___________________
例 次の例では、WWNプールの作成方法を示します。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # create wwn-pool wwnp1 port-wwn-assignment
switch-A /org/wwn-pool* # commit-buffer
switch-A /org/wwn-pool #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show mac-pool

show wwn-pool
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cycle
サーバをサイクルさせるには、 cycle コマンドを使用します。

cycle { cycle-immediate | cycle-wait }

___________________
シンタックスの説明

サイクルの即時実行を指定します。cycle-immediate

サイクルの待機を指定します。cycle-wait

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード サーバ（/chassis/server）

サービスプロファイル（/org/service-profile）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例では、サーバのサイクル方法を示します。

switch-A# scope server 2/4
switch-A /chassis/server # cycle cycle-immediate

switch-A /chassis/server* # commit-buffer
switch-A /chassis/server #
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decommission chassis
シャーシの稼動を中止するには、 decommission chassis コマンドを使用します。

decommission chassis id

___________________
シンタックスの説明

シャーシ ID番号。id

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 任意のコマンドモード

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例では、シャーシの稼動を中止する方法を示します。

switch-A# decommission chassis 2
switch-A* # commit-buffer
switch-A #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show chassis

show server
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decommission server
サーバの稼動を中止するには、 decommission server コマンドを使用します。

decommission server chassis-id/blade-id

___________________
シンタックスの説明

サーバのシャーシおよびブレードの ID番号。chassis-id/blade-id

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 任意のコマンドモード

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例では、サーバの稼動を中止する方法を示します。

switch-A# decommission server 1 1
switch-A* # commit-buffer
switch-A #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show chassis

show server
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delete adapter
アダプタを削除するには、 delete adapter コマンドを使用します。

delete adapter

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード サーバ資格情報（/org/server-qual）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例では、アダプタの削除方法を示します。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # scope server-qual squal100
switch-A /org/server-qual # delete adapter
switch-A /org/server-qual* # commit-buffer
switch-A /org/server-qual #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show adapter

show server-qual
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delete backup
バックアップを削除するには、 delete backup コマンドを使用します。

delete backup name

___________________
シンタックスの説明

バックアップ名。name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード システム（/system）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例では、バックアップの削除方法を示します。

switch-A# scope system
switch-A /system # delete backup backUpFDrive
switch-A /system* # commit-buffer
switch-A /system #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show backup

show import-config
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delete block
ブロックを削除するには、 delete block コマンドを使用します。

delete block from to

___________________
シンタックスの説明

開始 UUID。from

終了 UUID。to

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード UUID接尾辞プール（/org/uuid-suffix-pool）

IPプール（/org/ip-pool）

WWNプール（/org/wwn-pool）

MACプール（/org/mac-pool）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例では、ブロックの削除方法を示します。

switch-A# scope org org10
switch-A /org # scope uuid-suffix-pool usp10

switch-A /org/uuid-suffix-pool # delete block 1234-123412341230 1234-123412341234
switch-A /org/uuid-suffix-pool* # commit-buffer
switch-A /org/uuid-suffix-pool #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show block

show pooled
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delete boot-definition
ブート定義を削除するには、 delete boot-definition コマンドを使用します。

delete boot-definition

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード サービスプロファイル（/org/service-profile）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例では、ブート定義の削除方法を示します。

switch-A# scope org org10
switch-A /org # scope service-profile sp10
switch-A /org/service-profile # delete boot-definition bp10
switch-A /org/service-profile* # commit-buffer
switch-A /org/service-profile #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show boot-definition

show boot-policy
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delete boot-policy
ブートポリシーを削除するには、 delete boot-policy コマンドを使用します。

delete boot-policy name

___________________
シンタックスの説明

ブートポリシー名。name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 組織（/org）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例では、ブートポリシーの削除方法を示します。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # delete boot-policy bp110
switch-A /org* # commit-buffer
switch-A /org #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show boot-policy

show chassis-disk-policy
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delete certreq
証明書要求を削除するには、 delete certreq コマンドを使用します。

delete certreq

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード キーリング（/security/keyring）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例では、証明書要求の削除方法を示します。

switch-A# scope security
switch-A /security # scope keyring kr10
switch-A /security/keyring # delete certreq
switch-A /security/keyring* # commit-buffer
switch-A /security/keyring #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show certreq

showkeyring
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delete chassis
シャーシを削除するには、 delete chassis コマンドを使用します。

delete chassis min-id max-id

___________________
シンタックスの説明

最小シャーシ ID番号。有効な値の範囲は 1～ 8です。min-id

最小シャーシ ID番号。有効な値の範囲は 1～ 8です。max-id

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード サーバ資格情報（/org/server-qual）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例では、シャーシの削除方法を示します。

switch-A# scope org org10
switch-A /org # scope server-qual sq10
switch-A /org/server-qual # delete chassis 1 1
switch-A /org/server-qual* # commit-buffer
switch-A /org/server-qual #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show chassis

show server-qual
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delete class chassis-stats
シャーシ統計クラスを削除するには、 delete class chassis-stats コマンドを使用します。

delete class chassis-stats

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 統計情報しきい値ポリシー（/eth-server/stats-threshold-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例では、シャーシ統計クラスの削除方法を示します。

switch-A# scope eth-server
switch-A /eth-server # scope stats-threshold-policy stp10

switch-A /eth-server/stats-threshold-policy # delete class chassis-stats
switch-A /eth-server/stats-threshold-policy* # commit-buffer
switch-A /eth-server/stats-threshold-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show chassis

show stats-threshold-policy
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delete class cpu-env-stats
CPU環境統計クラスを削除するには、 delete class cpu-env-stats コマンドを使用します。

delete class cpu-env-stats

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 統計情報しきい値ポリシー（/org/stats-threshold-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例では、CPU統計クラスの削除方法を示します。

switch-A# scope org org100
switch-A /eth-server # scope stats-threshold-policy stp100

switch-A /eth-server/stats-threshold-policy # delete class cpu-stats
switch-A /eth-server/stats-threshold-policy* # commit-buffer
switch-A /eth-server/stats-threshold-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show class

show stats-threshold-policy
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delete class dimm-stats
DIMM統計クラスを削除するには、 delete class dimm-stats コマンドを使用します。

delete class dimm-stats

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 統計情報しきい値ポリシー（/eth-server/stats-threshold-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例では、DIMM統計クラスの削除方法を示します。

switch-A# scope eth-server
switch-A /eth-server # scope stats-threshold-policy stp10

switch-A /eth-server/stats-threshold-policy # delete class dimm-stats
switch-A /eth-server/stats-threshold-policy* # commit-buffer
switch-A /eth-server/stats-threshold-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show class

show stats-threshold-policy
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delete class ether-error-stats
イーサネットエラー統計クラスを削除するには、 delete class ether-error-stats コマンドを使用し
ます。

delete class ether-error-stats

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード イーサネットサーバ下の統計情報しきい値ポリシー（/eth-server/stats-threshold-policy）

イーサネットアップリンク下の統計情報しきい値ポリシー（/eth-uplink/stats-threshold-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例では、イーサネットエラー統計クラスの削除方法を示します。

switch-A# scope eth-server
switch-A /eth-server # scope stats-threshold-policy stp10

switch-A /eth-server/stats-threshold-policy # delete class ether-error-stats
switch-A /eth-server/stats-threshold-policy* # commit-buffer
switch-A /eth-server/stats-threshold-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show class

show stats-threshold-policy
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delete class ether-if-stats
イーサネットインターフェイス統計クラスを削除するには、 delete class ether-if-stats コマンドを
使用します。

delete class ether-if-stats

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 統計情報しきい値ポリシー（/org/stats-threshold-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例では、イーサネットインターフェイス統計クラスの削除方法を示します。

switch-A#scope org org3
switch-A /org # scope stats-threshold-policy stp20
switch-A /org/stats-threshold-policy # delete class ether-if-stats
switch-A /org/stats-threshold-policy* # commit-buffer
switch-A /org/stats-threshold-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show class

show ether-if-stats
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delete class ether-loss-stats
イーサネット損失統計クラスを削除するには、delete class ether-loss-stats コマンドを使用します。

delete class ether-loss-stats

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード イーサネットアップリンク下の統計情報しきい値ポリシー（/eth-uplink/stats-threshold-policy）

イーサネットサーバ下の統計情報しきい値ポリシー（/eth-server/stats-threshold-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例では、イーサネット損失統計クラスの削除方法を示します。

switch-A# scope eth-server
switch-A /eth-server # scope stats-threshold-policy stp10

switch-A /eth-server/stats-threshold-policy # delete class ether-loss-stats
switch-A /eth-server/stats-threshold-policy* # commit-buffer
switch-A /eth-server/stats-threshold-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show class

show stats-threshold-policy
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delete class ethernet-port-err-stats
イーサネットポートエラー統計クラスを削除するには、 delete class ethernet-port-err-stats コマ
ンドを使用します。

delete class ethernet-port-err-stats

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 統計情報しきい値ポリシー（/org/stats-threshold-policy）

イーサネットアップリンク下の統計情報しきい値ポリシー（/eth-uplink/stats-threshold-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、イーサネットポートエラー統計クラスを削除します。

___________________
例 次の例は、イーサネットポートエラー統計クラスの削除方法を示しています。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # scope stats-threshold-policy p10
switch-A /org/stats-threshold-policy # delete class ethernet-port-err-stats
switch-A /org/stats-threshold-policy* # commit-buffer
switch-A /org/stats-threshold-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show class

show stats-threshold-policy
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delete class ethernet-port-multicast-stats
イーサネットポートマルチキャスト統計情報クラスを削除するには、delete class
ethernet-port-multicast-statsコマンドを使用します。

delete class ethernet-port-multicast-stats

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 統計情報しきい値ポリシー（/org/stats-threshold-policy）

イーサネットアップリンク下の統計情報しきい値ポリシー（/eth-uplink/stats-threshold-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、イーサネットポートマルチキャスト統計情報クラスを削除します。

___________________
例 次の例は、イーサネットポートマルチキャスト統計情報クラスの削除方法を示しています。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # scope stats-threshold-policy p10
switch-A /org/stats-threshold-policy # delete class ethernet-port-multicast-stats
switch-A /org/stats-threshold-policy/class* # commit-buffer
switch-A /org/stats-threshold-policy/class #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

create class ethernet-port-multicast-stats

show class

show stats-threshold-policy
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delete class ethernet-port-over-under-sized-stats
イーサネットポートの over-under-sized統計情報クラスを削除するには、delete class
ethernet-port-over-under-sized-statsコマンドを使用します。

delete class ethernet-port-over-under-sized-stats

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 統計情報しきい値ポリシー（/org/stats-threshold-policy）

イーサネットアップリンク下の統計情報しきい値ポリシー（/eth-uplink/stats-threshold-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、イーサネットポートのover-under-sized統計情報クラスを削除します。

___________________
例 次の例は、イーサネットポートの over-under-sized統計情報クラスの削除方法を示しています。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # scope stats-threshold-policy p10
switch-A /org/stats-threshold-policy # delete class ethernet-port-over-under-sized-stats
switch-A /org/stats-threshold-policy* # commit-buffer
switch-A /org/stats-threshold-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show class

show stats-threshold-policy
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delete class ethernet-port-stats
イーサネットポート統計情報クラスを削除するには、delete class ethernet-port-statsコマンドを使
用します。

delete class ethernet-port-stats

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 統計情報しきい値ポリシー（/org/stats-threshold-policy）

イーサネットアップリンク下の統計情報しきい値ポリシー（/eth-uplink/stats-threshold-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、イーサネットポート統計情報クラスを削除します。

___________________
例 次の例は、イーサネットポート統計情報クラスの削除方法を示しています。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # scope stats-threshold-policy p10
switch-A /org/stats-threshold-policy # delete class ethernet-port-stats
switch-A /org/stats-threshold-policy* # commit-buffer
switch-A /org/stats-threshold-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show class

show stats-threshold-policy

   Cisco UCS Manager CLI コマンドリファレンスリリース 1.3(1)
292 OL-22880-03-J  

コマンド

delete class ethernet-port-stats



delete class ethernet-port-stats-by-size-large-packets
イーサネットポートの大きいパケット統計情報クラスを削除するには、 delete class
ethernet-port-stats-by-size-large-packets コマンドを使用します。

delete class ethernet-port-stats-by-size-large-packets

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 統計情報しきい値ポリシー（/org/stats-threshold-policy）

イーサネットアップリンク下の統計情報しきい値ポリシー（/eth-uplink/stats-threshold-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、イーサネットポートの大きいパケット統計情報クラスを削除します。

___________________
例 次の例は、イーサネットポートの大きいパケット統計情報クラスの削除方法を示しています。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # scope stats-threshold-policy p10
switch-A /org/stats-threshold-policy # delete class ethernet-port-stats-by-size-large-packets
switch-A /org/stats-threshold-policy* # commit-buffer
switch-A /org/stats-threshold-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show class

show stats-threshold-policy
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delete class ethernet-port-stats-by-size-small-packets
イーサネットポートの小さいパケット統計情報クラスを削除するには、 delete class
ethernet-port-stats-by-size-small-packets コマンドを使用します。

delete class ethernet-port-stats-by-size-small-packets

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 統計情報しきい値ポリシー（/org/stats-threshold-policy）

イーサネットアップリンク下の統計情報しきい値ポリシー（/eth-uplink/stats-threshold-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、イーサネットポートの小さいパケット統計情報クラスを削除します。

___________________
例 次の例は、イーサネットポートの小さいパケット統計情報クラスの削除方法を示しています。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # scope stats-threshold-policy p10
switch-A /org/stats-threshold-policy # delete class ethernet-port-stats-by-size-small-packets
switch-A /org/stats-threshold-policy* # commit-buffer
switch-A /org/stats-threshold-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show class

show stats-threshold-policy
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delete class ether-rx-stats
イーサネット受信統計クラスを削除するには、 delete class ether-rx-stats コマンドを使用します。

delete class ether-rx-stats

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード イーサネットアップリンク下の統計情報しきい値ポリシー（/eth-uplink/stats-threshold-policy）

イーサネットサーバ下の統計情報しきい値ポリシー（/eth-server/stats-threshold-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例では、イーサネット受信統計クラスの削除方法を示します。

switch-A# scope eth-server
switch-A /eth-server # scope stats-threshold-policy stp10

switch-A /eth-server/stats-threshold-policy # delete class ether-rx-stats
switch-A /eth-server/stats-threshold-policy* # commit-buffer
switch-A /eth-server/stats-threshold-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show class

show stats-threshold-policy
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delete class ether-tx-stats
イーサネット送信統計情報クラスを削除するには、 delete class ether-tx-stats コマンドを使用しま
す。

delete class ether-tx-stats

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード イーサネットアップリンク下の統計情報しきい値ポリシー（/eth-uplink/stats-threshold-policy）

イーサネットサーバ下の統計情報しきい値ポリシー（/eth-server/stats-threshold-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例では、イーサネット送信統計情報クラスの削除方法を示します。

switch-A# scope eth-server
switch-A /eth-server # scope stats-threshold-policy stp10

switch-A /eth-server/stats-threshold-policy # delete class ether-tx-stats
switch-A /eth-server/stats-threshold-policy* # commit-buffer
switch-A /eth-server/stats-threshold-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show class

show stats-threshold-policy
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delete client
クライアントを削除するには、フォルダモードで delete clientコマンドを使用します。

delete client client-name

___________________
シンタックスの説明

クライアントの名前。client-name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード プロファイルセット（/system/vm-mgmt/vmware/profile-set/port-profile）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
例 次の例では、クライアントの削除方法を示します。

switch-A# scope system
switch-A /system # scope vm-mgmt
switch-A /system/vm-mgmt # scope vmware
switch-A /system/vm-mgmt/vmware # scope profile-set
switch-A /system/vm-mgmt/vmware/profile-set # scope port-profile pp100
switch-A /system/vm-mgmt/vmware/profile-set/port-profile # delete client c100
switch-A /system/vm-mgmt/vmware/profile-set/port-profile* # commit-buffer
switch-A /system/vm-mgmt/vmware/profile-set/port-profile #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show client

show port profile
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delete cpu
サーバプールポリシーの CPU修飾子を削除するには、 delete cpu コマンドを使用します。

delete cpu

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード サーバ資格情報（/org/server-qual）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.3(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、サーバプールポリシーの CPU修飾子を削除します。

___________________
例 次の例では、CPU修飾子の削除方法を示します。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # scope server-qual squal10
switch-A /org/server-qual # delete cpu
switch-A /org/server-qual* # commit-buffer
switch-A /org/server-qual #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show cpu
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delete data-center
データセンターを削除するには、vcenterモードで delete data-centerコマンドを使用します。ま
た、フォルダモードでデータセンターを削除することもできます。

delete data-center datacenter-name

___________________
シンタックスの説明

データセンターの名前。datacenter-name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード VCenter（/system/vm-mgmt/vmware/vcenter）

フォルダ（/system/vm-mgmt/vmware/vcenter/folder）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
例 次の例では、データセンターの削除方法を示します。

switch-A# scope system
switch-A /system # scope vm-mgmt
switch-A /system/vm-mgmt # scope vmware
switch-A /system/vm-mgmt # scope vcenter vc10
switch-A /system/vm-mgmt/vmware # delete data-center DC1
switch-A /system/vm-mgmt/vmware* # commit-buffer
switch-A /system/vm-mgmt/vmware #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show data-center

show vcenter
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delete default-behavior
デフォルト動作モードを削除するには、 delete default-behavior コマンドを使用します。

delete default-behavior {vhba | vnic}

___________________
シンタックスの説明 vHBAデフォルト動作モードを指定します。vhba

vNICデフォルト動作モードを指定します。vnic

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード サービスプロファイル（/org/service-profile）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
例 次の例では、vNICデフォルト動作モードの削除方法を示します。

switch-A# scope org org100
switch-A /org # scope service-profile sp100
switch-A /org/service-profile # delete default-behavior vnic
switch-A /org/service-profile/* # commit-buffer
switch-A /org/service-profile/ #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show default-behavior

show vnic
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delete destination
宛先を削除するには、 delete destination コマンドを使用します。

delete destination email

___________________
シンタックスの説明 Eメールの宛先。email

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード プロファイル（/monitoring/callhome/profile）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例では、宛先の削除方法を示します。

switch-A# scope monitoring
switch-A /monitoring # scope callhome
switch-A /monitoring/callhome # scope profile pro10
switch-A /monitoring/callhome/profile # delete destination test@csx.com
switch-A /monitoring/callhome/profile* # commit-buffer
switch-A /monitoring/callhome/profile #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show destination

show profile
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delete distributed-virtual-switch
分散仮想スイッチを削除するには、フォルダモードで delete distributed-virtual-switchコマンドを
使用します。

delete distributed-virtual-switch dvs-name

___________________
シンタックスの説明

スイッチの名前。dvs-name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード VMware（/system/vm-mgmt/vmware/vcenter/data-center/folder）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
例 次の例は、分散仮想スイッチの削除方法を示しています。

switch-A# scope system
switch-A /system # scope vm-mgmt
switch-A /system/vm-mgmt # scope vmware
switch-A /system/vm-mgmt/vmware # scope vcenter vc10
switch-A /system/vm-mgmt/vmware/vcenter # scope data-center dc10
switch-A /system/vm-mgmt/vmware/vcenter/data-center # scope folder f10
switch-A /system/vm-mgmt/vmware/vcenter/data-center/folder # delete distributed-virtual-switch
dvs10
switch-A /system/vm-mgmt/vmware/vcenter/data-center/folder* # commit-buffer
switch-A /system/vm-mgmt/vmware/vcenter/data-center/folder #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show distributed-virtual-switch

show folder
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delete dns
DNSサービスを削除するには、 delete dns コマンドを使用します。

delete dns name

___________________
シンタックスの説明 DNSサービス名。name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード サービス（/system/services）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例では、DNSサービスの削除方法を示します。

switch-A# scope system
switch-A /system # scope services
switch-A /system/services # delete dns dns100
switch-A /system/services* # commit-buffer
switch-A /system/services #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show dns

show ntp
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delete dynamic-vnic-conn
ダイナミック vNIC接続を削除するには、 delete dynamic-vnic-conn コマンドを使用します。

delete dynamic-vnic-conn

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード サービスプロファイル（/org/service-profile）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
例 次の例は、ダイナミック vNIC接続の作成方法を示しています。

switch-A# scope org org10
switch-A /org # scope service-profile sp10
switch-A /org/service-profile # delete dynamic-vnic-conn

switch-A /org/service-profile* # commit-buffer
switch-A /org/service-profile #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show dynamic-vnic-con

show dynamic-vnic-con-policy
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delete dynamic-vnic-conn-policy
ダイナミック vNIC接続ポリシーを削除するには、 delete dynamic-vnic-conn-policy コマンドを使
用します。

delete dynamic-vnic-conn-policy policy-name

___________________
シンタックスの説明 vNIC接続ポリシーの名前。policy-name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 組織（/org）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例では、ダイナミック vNIC接続ポリシーの削除方法を示します。

switch-A# scope org org10
switch-A /org # delete dynamic-vnic-conn-policy dvcp10
switch-A /org* # commit-buffer
switch-A /org #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show dynamic-vnic-conn-policy

show stats-threshold-policy
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delete egress-policy
出力側ポリシーを削除するには、出力側ポリシーモードで delete egress-policyコマンドを使用し
ます。

delete egress-policy policy-name

___________________
シンタックスの説明

ポリシーの名前。policy-name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 出力側ポリシー（/org/qos-policy/egress-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
例 次の例では、データセンターの削除方法を示します。

switch-A# scope system
switch-A /system # scope vm-mgmt
switch-A /system/vm-mgmt # scope vmware
switch-A /system/vm-mgmt # scope vcenter vc10
switch-A /system/vm-mgmt/vmware # delete data-center DC1
switch-A /system/vm-mgmt/vmware* # commit-buffer
switch-A /system/vm-mgmt/vmware #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show data-center

show vcenter

   Cisco UCS Manager CLI コマンドリファレンスリリース 1.3(1)
306 OL-22880-03-J  

コマンド

delete egress-policy



delete epuser
エンドポイントユーザを削除するには、 delete epuser コマンドを使用します。

delete epuser name

___________________
シンタックスの説明

エンドポイントユーザ名。name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード IPMIアクセスプロファイル（/org/ipmi-access-profile）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例では、エンドポイントユーザの削除方法を示します。

switch-A# scope org org10
switch-A /org # scope ipmi-access-profile ipmiAP10

switch-A /org/ipmi-access-profile # delete epuser epuser10
switch-A /org/ipmi-access-profile* # commit-buffer
switch-A /org/ipmi-access-profile #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show epuser

show ipmi-access-profile
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delete eth-if
イーサネットインターフェイスを削除するには、 delete eth-if コマンドを使用します。

delete eth-if name

___________________
シンタックスの説明

イーサネットインターフェイス名。name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 仮想 NIC（/org/service-profile/vnic）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用します。

___________________
例 次の例では、イーサネットインターフェイスの削除方法を示します。

switch-A# scope org org10
switch-A /org # scope service-profile sp10
switch-A /org/service-profile # delete eth-if ethIF10
switch-A /org/service-profile* # commit-buffer
switch-A /org/service-profile #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show service-profile sp10

show vnic
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delete eth-policy
イーサネットポリシーを削除するには、 delete eth-policy コマンドを使用します。

delete eth-policy name

___________________
シンタックスの説明

イーサネットポリシーの名前。policy-name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 組織（/org）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例は、org100モードでイーサネットポリシー ep100を削除する方法を示しています。

switch-A# scope org org100
switch-A /org # delete eth-policy ep100
switch-A /org* # commit-buffer
switch-A /org #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show eth-policy

show trans-queue
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delete fc-policy
ファイバチャネルポリシーを削除するには、 delete fc-policy コマンドを使用します。

delete fc-policy policy-name

___________________
シンタックスの説明

ファイバチャネルポリシーの名前。policy-name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 組織（/org）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例は、org10モードでのファイバチャネルポリシー fcp10の削除方法を示しています。

switch-A# scope org org10
switch-A /org # delete fc-policy fcp10
switch-A /org* # commit-buffer
switch-A /org #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show fc-policy

show trans-queue
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delete folder
フォルダを削除するには、vcenterモードで delete folderコマンドを使用します。また、データセ
ンターモードでフォルダを削除することもできます。

delete folder folder-name

___________________
シンタックスの説明

コンテナの名前。folder-name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード VCenter（/system/vm-mgmt/vmware/vcenter）

フォルダ（/system/vm-mgmt/vmware/vcenter/data-center）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
例 次の例では、フォルダの削除方法を示します。

switch-A# scope system
switch-A /system # scope vm-mgmt
switch-A /system/vm-mgmt # scope vmware
switch-A /system/vm-mgmt # scope vcenter vc10
switch-A /system/vm-mgmt/server # delete folder F10
switch-A /system/vm-mgmt/server* # commit-buffer
switch-A /system/vm-mgmt/server #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show data-center

show folder
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delete image
イメージを削除するには、 delete image コマンドを使用します。

delete image {name} | { type { adapter | server-bios | bmc | host-hba | host-hba-combined |
host-hba-optionrom | host-nic | iom | raid-controller | switch-kernel | switch-software | system | unspecified
} | version version } +

___________________
シンタックスの説明

イメージ名。name

イメージタイプを指定します。type

アダプタイメージを指定しま

す。

adapter

サーバの BIOSイメージを指定
します。

server-bios

BMCイメージを指定します。bmc

ホストの HBAイメージを指定
します。

host-hba

コンバインドホストの HBAイ
メージを指定します。

host-hba-combined

ホストのオプションの ROMイ
メージを指定します。

host-hba-optionrom

ホストのNICイメージを指定し
ます。

host-nic

I/Oモジュールイメージを指定
します。

iom

RAIDコントローライメージを
指定します。

raid-controller

スイッチのカーネルイメージを

指定します。

switch-kernel

スイッチのソフトウェアイメー

ジを指定します。

switch-software
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システムイメージを指定しま

す。

system

未指定のイメージを指定しま

す。

unspecified

バージョン番号を指定します。version

バージョン番号。version

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ファームウェア（/firmware）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例では、イメージの削除方法を示します。

switch-A# scope firmware
switch-A /firmware # delete image serverImage10

switch-A /firmware* # commit-buffer
switch-A /firmware #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show image

show package
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delete import-config
インポート設定を削除するには、 delete import-config コマンドを使用します。

delete import-config name

___________________
シンタックスの説明

インポート設定名。name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード システム（/system）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例では、インポート設定の削除方法を示します。

switch-A# scope system
switch-A /system # delete import-config ic10
switch-A /system* # commit-buffer
switch-A /system #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show import-config

show managed-entity
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delete initiator
発信側を削除するには、 delete initiator コマンドを使用します。

delete initiator id

___________________
シンタックスの説明

発信側の ID番号。id

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード WWNプール（/org/wwn-pool）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例では、発信側の削除方法を示します。

switch-A# scope org org10
switch-A /org # scope wwn-pool wwnp10
switch-A /org/wwn-pool # delete initiator init10

switch-A /org/wwn-pool* # commit-buffer
switch-A /org/wwn-pool #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show initiator

show wwn-pool
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delete interface
インターフェイスを削除するには、 delete interface コマンドを使用します。

delete interface slot-id port-id

___________________
シンタックスの説明

スロットの ID番号。slot-id

ポート ID番号。port-id

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード イーサネットアップリンク下のスイッチ（/eth-uplink/switch）

イーサネットサーバ下のスイッチ（/eth-server/switch）

ファイバチャネルアップリンク下のスイッチ（/fc-uplink/switch）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例では、インターフェイスの削除方法を示します。

switch-A#scope eth-uplink
switch-A /eth-uplink # scope fabric b
switch-A /eth-uplink/fabric # delete interface 1 3
switch-A /eth-uplink/fabric* # commit-buffer
switch /eth-uplink/fabric #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show interface

show vlan

   Cisco UCS Manager CLI コマンドリファレンスリリース 1.3(1)
316 OL-22880-03-J  

コマンド

delete interface



delete ipmi-access-profile
IPMIアクセスプロファイルを削除するには、 delete ipmi-access-profile コマンドを使用します。

delete ipmi-access-profile name

___________________
シンタックスの説明 IPMIアクセスプロファイル名。name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 組織（/org）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例では、IPMIアクセスプロファイルを削除する方法を示します。

switch-A# scope org org300
switch-A /org # delete ipmi-access-profile ipmiap100
switch-A /org* # commit-buffer
switch-A /org #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show service-profile

show ipmi-access-profile
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delete keyring
キーリングを削除するには、 delete keyring コマンドを使用します。

delete keyring name

___________________
シンタックスの説明

キーリング名。name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード セキュリティ（/security）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例では、キーリングの削除方法を示します。

switch-A# scope security
switch-A /security # delete keyring kr10

switch-A /security* # commit-buffer
switch-A /security #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show keyring

show trustpoint
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delete lan
LANを削除するには、 delete lan コマンドを使用します。

delete lan

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ブートポリシー（/org/boot-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例では、LANの削除方法を示します。

switch-A# scope org org10
switch-A /org # scope boot-policy bp10
switch-A /org/boot-policy # delete lan

switch-A /org/boot-policy* # commit-buffer
switch-A /org/boot-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show boot-policy

show lan
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delete local
ローカルストレージを削除するには、 delete local コマンドを使用します。

delete local

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ストレージ（/org/boot-policy/storage）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例では、ローカルストレージの削除方法を示します。

switch-A# scope org org10
switch-A /org # scope boot-policy bp10
switch-A /org/boot-policy # scope storage
switch-A /org/boot-policy/storage # delete local

switch-A /org/boot-policy/storage* # commit-buffer
switch-A /org/boot-policy/storage #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show local

show storage
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delete locale
ロケールを削除するには、 delete locale コマンドを使用します。

delete locale name

___________________
シンタックスの説明

ロケール名。有効な値の範囲は 1～ 16です。name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ローカルユーザ（/security/local-user）

セキュリティ（/security）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例では、ロケールの削除方法を示します。

switch-A#scope security
switch-A /security # delete locale dtoEngineering
switch-A /security* # commit-buffer
switch-A /security #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show locale

show role
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delete local-disk-config
ローカルディスク設定を削除するには、 delete local-disk-config コマンドを使用します。

delete local-disk-config

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード サービスプロファイル（/org/service-profile）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例では、ローカルディスク設定の削除方法を示します。

switch-A# scope org org10
switch-A /org # scope service-profile sp10
switch-A /org/service-profile # delete local-disk-config

switch-A /org/service-profile* # commit-buffer
switch-A /org/service-profile #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show local-disk-config

show local-disk-config-policy
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delete local-user
ローカルユーザを削除するには、 delete local-user コマンドを使用します。

delete local-user name

___________________
シンタックスの説明

ローカルユーザ名。name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード セキュリティ（/security）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用してユーザアカウントを削除します。

___________________
例 次の例では、ローカルユーザの削除方法を示します。

switch-B# scope security
switch-B /security # delete local-user lu1
switch-B /security* # commit-buffer
switch-B /security #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show local-user

show remote-user
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delete mac-pool
MACプールを削除するには、 delete mac-poolコマンドを使用します。

delete mac-pool name

___________________
シンタックスの説明 MACプール名。name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 組織（/org）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例では、MACプールの削除方法を示します。

switch-A# scope org org10
switch-A /org # delete mac-pool mp10

switch-A /org* # commit-buffer
switch-A /org #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show mac-pool

show server-pool

   Cisco UCS Manager CLI コマンドリファレンスリリース 1.3(1)
324 OL-22880-03-J  

コマンド

delete mac-pool



delete mac-security
MACセキュリティを削除するには、 delete mac-security コマンドを使用します。

delete mac-security

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ポートプロファイル（/eth-uplink/port-profile）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用してMACセキュリティポリシーを削除します。

___________________
例 次の例では、MACセキュリティの削除方法を示します。

switch-A# scope eth-uplink
switch-A /eth-uplink # scope port-profile pp10
switch-A /eth-uplink/port-profile # delete mac-security

switch-A /eth-uplink/port-profile* # commit-buffer
switch-A /eth-uplink/port-profile #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show mac-security

show port-profile
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delete member-port
メンバーポートを削除するには、 delete member-port コマンドを使用します。

ポートチャネル設定

delete member-port slot-id port-id

vsan 設定

delete member-port { a | b } slot-id port-id

___________________
シンタックスの説明

スイッチ Aを指定します。a

スイッチ Bを指定します。b

スロットの ID番号。有効な値の範囲は 2～ 5です。slot-id

ポート ID番号。有効な値の範囲は 1～ 40です。port-id

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ポートチャネル（/eth-uplink/switch/port-channel）

VSAN（/fc-uplink/switch/vsan）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例では、メンバーポートの削除方法を示します。

switch-A#scope fc-uplink
switch-A /fc-uplink # scope fabric a
switch-A /fc-uplink/fabric # scope vsan vs1
switch-A /fc-uplink/fabric/vsan # delete member-port a 3 3
switch-A /fc-uplink/fabric/vsan* # commit-buffer
switch-A /fc-uplink/fabric/vsan #
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

show fc-uplink

show port-channel

Cisco UCS Manager CLI コマンドリファレンスリリース 1.3(1)    
   OL-22880-03-J 327

コマンド

delete member-port



delete memory
メモリを削除するには、 delete memory コマンドを使用します。

delete memory

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード サーバ資格情報（/org/server-qual）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例では、メモリの削除方法を示します。

switch-A# scope org org99
switch-A /org # scope server-qual sq100
switch-A /org/server-qual # delete memory
switch-A /org/server-qual* # commit-buffer
switch-A /org/server-qual #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show memory

show server-qual
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delete nwctrl-policy
ネットワーク制御ポリシーを削除するには、delete nwctrl-policyコマンドを使用します。

delete nwctrl-policy policy-name

___________________
シンタックスの説明

ポリシー名。policy-name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 組織（/org）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(2)

___________________
例 次の例では、ネットワーク制御ポリシーの削除方法を示します。

switch-A# scope org org10
switch-A /org # delete nwctrl-policy netCtrlP10
switch-A /org* # commit-buffer
switch-A /org #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show nwctrl-policy

show service-policy
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delete org-ref
組織参照を削除するには、 delete org-ref コマンドを使用します。

delete org-ref name

___________________
シンタックスの説明

組織参照名。name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ロケール（/security/locale）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例では、組織参照の削除方法を示します。

switch-A#scope security
switch-A /security # scope locale
switch-A /security/locale # delete org-ref marketing
switch-A /security/locale* # commit-buffer
switch-A /security/locale #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show locale

show org

   Cisco UCS Manager CLI コマンドリファレンスリリース 1.3(1)
330 OL-22880-03-J  

コマンド

delete org-ref



delete path
パスを削除するには、 delete path コマンドを使用します。

delete path { primary | secondary }

___________________
シンタックスの説明

プライマリパスを指定します。primary

セカンダリパスを指定します。secondary

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード SANイメージ（/org/boot-policy/storage/san-image）

LAN（/org/boot-policy/lan）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例では、パスの削除方法を示します。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # scope boot-policy bp10
switch-A /org/boot-policy/lan # delete path primary
switch-A /org/boot-policy/lan* # commit-buffer
switch-A /org/boot-policy/lan #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show lan

show storage
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delete physical-qual
サーバプールポリシーの物理修飾子を削除するには、 delete physical-qual コマンドを使用しま
す。

delete physical-qual

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード サーバ資格情報（/org/server-qual）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.3(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、サーバプールポリシーの物理修飾子を削除します。

___________________
例 次の例では、物理修飾子の削除方法を示します。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # scope server-qual squal10
switch-A /org/server-qual # delete physical-qual
switch-A /org/server-qual* # commit-buffer
switch-A /org/server-qual #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show physical-qual
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delete pin-group
ピングループを削除するには、 delete pin-group コマンドを使用します。

delete pin-group name

___________________
シンタックスの説明

ピングループ名。name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ファイバチャネルアップリンク（/fc-uplink）

イーサネットアップリンク（/eth-uplink）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例では、ピングループの削除方法を示します。

switch-A# scope eth-uplink
switch-A /eth-uplink # delete pin-group pg10
switch-A /eth-uplink* # commit-buffer
switch-A /eth-uplink #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show pin-group

show port-profile
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delete policy
ポリシーを削除するには、 delete policy コマンドを使用します。

callhome モード

delete policy { equipment-degraded | equipment-inoperable | fru-problem | identity-unestablishable |
thermal-problem | voltage-problem }

フロー制御モード

delete policy name

___________________
シンタックスの説明

機器のサービス低下ポリシーを指定します。equipment-degraded

機器の動作不能ポリシーを指定します。equipment-inoperable

現場交換可能ユニットポリシーを指定します。fru-problem

ID確立不能ポリシーを指定します。identity-unestablishable

電力障害ポリシーを指定します。power-problem

熱障害ポリシーを指定します。thermal-problem

電圧障害ポリシーを指定します。voltage-problem

ポリシー名。name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード Callhome（/monitoring/callhome）

フロー制御（/eth-uplink/flow-control）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)
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___________________
例 次の例では、ポリシーの削除方法を示します。

switch-A# scope eth-uplink
switch-A /eth-uplink # scope flow-control

switch-A /eth-uplink/flow-control # delete policy policy1
switch-A /eth-uplink/flow-control* # commit-buffer
switch-A /eth-uplink/flow-control #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show policy

show stats-threshold-policy
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delete pooling-policy
プーリングポリシーを削除するには、 delete pooling-policy コマンドを使用します。

delete pooling-policy name

___________________
シンタックスの説明

プーリングポリシー名。name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 組織（/org）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例では、プーリングポリシーの削除方法を示します。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # delete pooling-policy pp110
switch-A /org/pooling-policy* # commit-buffer
switch-A /org/pooling-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show mac-pool

show pooling-policy
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delete port-channel
ポートチャネルを削除するには、 delete port-channel コマンドを使用します。

delete port-channel port-id

___________________
シンタックスの説明

ポート ID番号。port-id

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ファブリックインターコネクト（/eth-uplink/fabric）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例では、ポートチャネルの削除方法を示します。

switch-A#scope eth-uplink
switch-A /eth-uplink # scope fabric b
switch-A /eth-uplink/fabric # delete port-channel 10
switch-A /eth-uplink/fabric* # commit-buffer
switch-A /eth-uplink/fabric #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show fabric

show port-channel
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delete port-profile（プロファイルセット）
ポートプロファイルを削除するには、profile-setモードで delete port-profileコマンドを使用しま
す。

delete port-profile profile-name

___________________
シンタックスの説明

プロファイルの名前。profile-name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード プロファイルセット（/system/vm-mgmt/vmware/profile-set）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン ポートプロファイル

___________________
例 次の例では、ポートプロファイルの作成方法を示します。

switch-A# scope system
switch-A /system # scope vm-mgmt
switch-A /system/vm-mgmt # scope vmware
switch-A /system/vm-mgmt/vmware # delete port-profile pp100
switch-A /system/vm-mgmt/vmware* # commit-buffer
switch-A /system/vm-mgmt/vmware #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show

show port profile
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delete processor
サーバプールポリシーのプロセッサ修飾子を削除するには、 delete processor コマンドを使用し
ます。

delete processor

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード サーバ資格情報（/org/server-qual）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

このコマンドは削除されました。1.3(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、サーバプールポリシーのプロセッサ修飾子を削除します。

新しいリリースでは、このコマンドが delete cpuコマンドに置き換えられました。（注）

___________________
例 次の例では、プロセッサ修飾子の削除方法を示します。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # scope server-qual squal10
switch-A /org/server-qual # delete processor
switch-A /org/server-qual* # commit-buffer
switch-A /org/server-qual #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show processor
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delete qos-policy
QoSポリシーを削除するには、orgモードで delete qos-policy コマンドを使用します。

delete qos-policy policy-name

___________________
シンタックスの説明 QoSポリシーの名前。name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 組織（/org）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例は、QoSポリシーの削除方法を示します。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # delete qp10
switch-A /org* # commit-buffer
switch-A /org #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show egress-policy

show qos-policy
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delete role
ロールを削除するには、 delete role コマンドを使用します。

delete role name

___________________
シンタックスの説明

ロール名。name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ローカルユーザ（/security/local-user）

セキュリティ（/security）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例は、ロールの削除方法を示します。

switch-A#scope security
switch-A /security # scope local-user appsUser
switch-A /security/local-user # delete role appsUser
switch-A /security/local-user* # commit-buffer
switch-A /security/local-user #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show local-user

show role
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delete scrub-policy
スクラブポリシーを削除するには、 delete scrub-policy コマンドを使用します。

delete scrub-policy name

___________________
シンタックスの説明

スクラブポリシー名。name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 組織（/org）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例では、スクラブポリシーの削除方法を示します。

switch-A# scope org org10
switch-A /org # delete scrub-policy scrub101
switch-A /org* # commit-buffer
switch-A /org #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show qos-policy

show scrub-policy
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delete server
サーバを削除するには、 delete server コマンドを使用します。

delete server chassis-id blade-id

___________________
シンタックスの説明

サーバの ID番号。chassis-id

サーバの ID番号。blade-id

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード サーバプール（/org/server-pool）

RADIUS（/security/radius）

TACACS（/security/tacacs）

LDAP（/security/ldap）

VMware管理（/system/vm-mgmt）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例では、サーバの削除方法を示します。

switch-A# scope org org10
switch-A /org # scope server-pool spGroup10

switch-A /org/server-pool # delete server 1 1
switch-A /org/server-pool* # commit-buffer
switch-A /org/server-pool #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show server

show server-pool
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delete server-disc-policy
サーバ検出ポリシーを削除するには、 delete server-disc-policy コマンドを使用します。

delete server-disc-policy name

___________________
シンタックスの説明

サーバ検出ポリシー名。name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 組織（/org）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例は、サーバの検出ポリシーの削除方法を示します。

switch-A# scope org org100
switch-A /org # delete server-disc-policy sdp100
switch-A /org* # commit-buffer
switch-A /org #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show chassis-disc-policy

show server-disc-policy
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delete server-pool
サーバプールを削除するには、 delete server-pool コマンドを使用します。

delete server-pool name

___________________
シンタックスの説明

サーバプール名。name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 組織（/org）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例は、サーバプールの削除方法を示します。

switch-A# scope org org100
switch-A /org # delete server-pool serverpool101
switch-A /org* # commit-buffer
switch-A /org #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show mac-pool

show server-pool
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delete server-qual
サーバ修飾子を削除するには、 delete server-qual コマンドを使用します。

delete server-qual name

___________________
シンタックスの説明

サーバ修飾子名。name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 組織（/org）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例は、サーバ修飾子の削除方法を示します。

switch-A#scope org org3
switch-A /org # delete server-qual sql10
switch-A /org/server-qual* # commit-buffer
switch-A /org/server-qual #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show server-pool

show server-qual
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delete storage
ストレージを削除するには、 delete storage コマンドを使用します。

delete storage

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード サーバ資格情報（/org/server-qual）

ブートポリシー（/org/boot-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例では、ストレージの削除方法を示します。

switch-A# scope org org200
switch-A /org # scope server-qual sQual220
switch-A /org/server-qual # delete storage
switch-A /org/server-qual* # commit-buffer
switch-A /org/server-qual #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show memory

show storage
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delete target
ターゲットを削除するには、 delete target コマンドを使用します。

delete target { a | b | dual }

___________________
シンタックスの説明

スイッチ Aを指定します。a

スイッチ Bを指定します。b

スイッチ Aおよび Bの両方を指定します。dual

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ファイバチャネルアップリンク下のピングループ（/fc-uplink/pin-group）

イーサネットアップリンク下のピングループ（/eth-uplink/pin-group）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例では、ターゲットの削除方法を示します。

switch-A# scope fc-uplink
switch-A /fc-uplink # scope pin-group pGroup10

switch-A /fc-uplink/pin-group # delete target a
switch-A /fc-uplink/pin-group* # commit-buffer
switch-A /fc-uplink/pin-group #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show pin-group

show target
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delete threshold-value
プロパティのしきい値を削除するには、 delete threshold-value コマンドを使用します。

delete threshold-value { above-normal | below-normal } { cleared | condition | critical | info | major |
minor | warning }

___________________
シンタックスの説明

値を above normalに設定します。above-normal

値を below normalに設定します。below-normal

しきい値を clearedに設定します。cleared

しきい値を conditionに設定します。condition

しきい値を criticalに設定します。critical

しきい値を infoに設定します。info

しきい値を majorに設定します。major

しきい値を minorに設定します。minor

しきい値を warningに設定します。warning

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード イーサネットアップリンク（/eth-uplink/stats-threshold-policy/class/property）

ファイバチャネル（/fc-uplink/stats-threshold-policy/class/property）

イーサネットサーバ（/eth-server/stats-threshold-policy/class/property）

組織（/org/stats-threshold-policy/class/property）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0.1
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___________________
例 次の例は、vnic-statsクラスの bytes-rx-deltaプロパティのしきい値を削除する方法を示します。

switch-A#scope org org100
switch-A /org # scope stats-threshold-policy stp100

switch-A /org/stats-threshold-policy # scope class vnic-stats
switch-A /org/stats-threshold-policy/class # scope property bytes-rx-delta
switch-A /org/stats-threshold-policy/class/property # delete threshold-value above-normal
critical
switch-A /org/stats-threshold-policy/class/property* # commit-buffer
switch-A /org/stats-threshold-policy/class/property #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show property

show threshold-value
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delete trustpoint
トラストポイントを削除するには、 delete trustpoint コマンドを使用します。

delete trustpoint name

___________________
シンタックスの説明

トラストポイント名。name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード セキュリティ（/security）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例は、トラストポイントの削除方法を示します。

switch# scope security
switch /security # delete trustpoint tp10
switch /security* # commit-buffer
switch /security #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show authentication

show trustpoint
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delete uuid-suffix-pool
UUID接尾辞プールを削除するには、 delete uuid-suffix-pool コマンドを使用します。

delete uuid-suffix-pool name

___________________
シンタックスの説明 UUID接尾辞プール名。name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 組織（/org）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例は、UUID接尾辞プールの削除方法を示します。

switch-A# scope org org100
switch-A /org # delete uuid-suffix-pool pool101
switch-A /org* # commit-buffer
switch-A /org #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show mac-pool

show uuid-suffix-pool
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delete vcenter
VCenterを削除するには、vmwareモードで delete vcenterコマンドを使用します。

delete vcenter vcenter-name

___________________
シンタックスの説明 VCenterの名前。vcenter-name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード VMware（/system/vm-mgmt/vmware）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
例 次の例は、VCenterの削除方法を示します。

switch-A# scope system
switch-A /system # scope vm-mgmt
switch-A /system # scope vmware
switch-A /system/vm-mgmt/vmware # delete vcenter VC10
switch-A /system/vm-mgmt/vmware* # commit-buffer
switch-A /system/vm-mgmt/vmware #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show vcenter

show virtual-machine
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delete vcon
仮想vCon（仮想ネットワークインターフェイス接続）を削除するには、deletevconコマンドを使
用します。

delete vcon {1 | 2}

___________________
シンタックスの説明

仮想ネットワークインターフェイス接続 1を指定します。1

仮想ネットワークインターフェイス接続 2を指定します。2

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード サービスプロファイル（/org/service-profile）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
例 次の例は、vConの削除方法を示します。

switch-A# scope org org100
switch-A /org # scope service-profile sp100
switch-A /org/service-profile # delete vcon vc100
switch-A /org/service-profile* # commit-buffer
switch-A /org/service-profile #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show service-profile

show vcon
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delete vcon-policy
vConポリシー（vNIC/vHBA配置プロファイル）を削除するには、deletevcon-policyコマンドを使
用します。

delete vcon-policy policy-name

___________________
シンタックスの説明

ポリシーの名前。policy-name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 組織（/org）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
例 次の例は、vConポリシーの削除方法を示します。

switch-A# scope org /
switch-A /org # delete vcon-policy vcp100
switch-A /org* # commit-buffer
switch-A /org #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show vcon

show vcon-policy
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delete vhba
仮想 HBAを削除するには、 delete vhba コマンドを使用します。

delete vhba name

___________________
シンタックスの説明

仮想 HBA名。name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード サービスプロファイル（/org/service-profile）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例は、仮想 HBAの削除方法を示します。

switch-A# scope org org10
switch-A /org # scope service-profile sp10
switch-A /org/service-profile # delete vhba vHBA10
switch-A /org/service-profile* # commit-buffer
switch-A /org/service-profile #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show vhba

show vnic
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delete vlan
VLANを削除するには、 delete vlan コマンドを使用します。

delete vlan name

___________________
シンタックスの説明 VLAN名。name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード イーサネットアップリンク（/eth-uplink）

ファブリック（/eth-uplink/fabric）

ポートプロファイル（/system/vm-mgmt/vmware/profile-set/port-profile）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

ポートプロファイルモードが追加されました。1.1(1)

___________________
例 次の例は、VLANの削除方法を示します。

switch-A# scope eth-uplink
switch-A /eth-uplink # delete vlan vlan1
switch-A /eth-uplink* # commit-buffer
switch-A /eth-uplink #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show interface

show vlan
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delete vnic
仮想 NICを削除するには、 delete vnic コマンドを使用します。

delete vnic name

___________________
シンタックスの説明

仮想 NIC名。name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード サービスプロファイル（/org/service-profile）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例は、仮想 NICの削除方法を示します。

switch-A# scope org org10
switch-A /org # scope service-profile sp10
switch-A /org/service-profile # delete vnic vNIC10
switch-A /org/service-profile* # commit-buffer
switch-A /org/service-profile #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show vhba

show vnic
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delete vnic-templ
仮想 NICテンプレートを削除するには、 delete vnic-templ コマンドを使用します。

delete vnic-templ name

___________________
シンタックスの説明

仮想 NICテンプレート名。name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 組織（/org）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例は、仮想 NICテンプレートの削除方法を示します。

switch-A# scope org org10
switch-A /org # delete vnic-templ vnicT10
switch-A /org* # commit-buffer
switch-A /org/wwn-pool #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show vhba-templ

show vnic-templ
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delete vsan
VSANを削除するには、 delete vsan コマンドを使用します。

delete vsan name

___________________
シンタックスの説明 VSAN名。name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ファイバチャネルアップリンク（/fc-uplink）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例は、VSANの削除方法を示します。

switch-A# scope fc-uplink
switch-A /fc-uplink # delete vsan vs110
switch-A /fc-uplink* # commit-buffer
switch-A /fc-uplink #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show pin-group

show vsan
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delete wwn-pool
WWNプールを削除するには、 delete wwn-pool コマンドを使用します。

delete wwn-pool name

___________________
シンタックスの説明 WWNプール名。name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 組織（/org）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例は、WWNプールの削除方法を示します。

switch-A# scope org org10
switch-A /org # delete wwn-pool wwnP10
switch-A /org* # commit-buffer
switch-A /org/wwn-pool #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show org

show wwn-pool
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dir
ディレクトリの内容を一覧表示するには、ローカル管理コマンドモードで dir コマンドを使用し
ます。

dir [ path ]

___________________
シンタックスの説明

ディレクトリの絶対パスまたは相対パス。path

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ローカル管理（local-mgmt）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、ローカル管理コマンドモードでディレクトリの内容を一覧表示しま

す。パスを指定しない場合、現在の作業ディレクトリが表示されます。

このコマンドは、ローカル管理ポートのコマンドラインで使用できます。 connect local-mgmtコ
マンドを使用して、そのコマンドラインに接続します。

このコマンドはワークスペース（フラッシュ）または揮発性（RAM）ファイルシステムのいずれ
かで実行できます。ファイルシステムを指定するには、パスに workspace:または volatile:キー
ワードを含めます。ファイルシステムを指定しない場合、現在の作業ファイルシステムが表示

されます。

このコマンドのエイリアスとして lsコマンドを使用できます。

___________________
例 次の例は、揮発性ファイルシステムの tempという名前のディレクトリの内容を一覧表示する方

法を示します。

switch-A # connect local-mgmt a
Cisco UCS 6100 Series Fabric Interconnect

TAC support: http://www.cisco.com/tac

Copyright (c) 2009, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

The copyrights to certain works contained herein are owned by
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other third parties and are used and distributed under license.
Some parts of this software may be covered under the GNU Public
License or the GNU Lesser General Public License. A copy of
each such license is available at
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html and
http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html

switch-A(local-mgmt)# dir volatile:/temp
40 Dec 29 15:28:58 2009 src/

Usage for volatile://sup-local
0 bytes used

62914560 bytes free
62914560 bytes total

switch-A(local-mgmt)#

___________________
関連コマンド 説明コマンド

connect local-mgmt
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disable（分散仮想スイッチ）
DVS（分散仮想スイッチ）管理状態をディセーブルにするには、分散仮想スイッチモードで
disable コマンドを使用します。

disable

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード VMware（/system/vm-mgmt/vmware/vcenter/data-center/folder/distributed-virtual-switch）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン 分散仮想スイッチ管理状態

___________________
例 次の例は、DVS管理状態をディセーブルにする方法を示します。

switch-A# scope system
switch-A /system # scope vm-mgmt
switch-A /system/vm-mgmt # scope vmware
switch-A /system/vm-mgmt/vmware # scope vcenter vc10
switch-A /system/vm-mgmt/vmware/vcenter # scope data-center dc10
switch-A /system/vm-mgmt/vmware/vcenter/data-center # scope folder f10
switch-A /system/vm-mgmt/vmware/vcenter/data-center/folder # scope distributed-virtual-switch
dvs10
switch-A /system/vm-mgmt/vmware/vcenter/data-center/folder/distributed-virtual-switch #
disable
switch-A /system/vm-mgmt/vmware/vcenter/data-center/folder* # commit-buffer
switch-A /system/vm-mgmt/vmware/vcenter/data-center/folder #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show distributed-virtual-switch

show folder
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disable cdp
Cisco Discovery Protocol（CDP;シスコ検出プロトコル）をディセーブルにするには、disable cdp
コマンドを使用します。

disable cdp

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ネットワーク制御ポリシー（/org/nwctrl-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(2)

___________________
例 次の例は、CDPをディセーブルにする方法を示します。

switch-A# scope org org10
switch-A /org # scope nwctrl-policy nCP10
switch-A /org/nwctrl-policy # disable cdp
switch-A /org/nwctrl-policy* # commit-buffer
switch-A /org/nwctrl-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show nwctrl-policy

show org
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disable cimxml
CIM XMLサービスをディセーブルにするには、 disable cimxml コマンドを使用します。

disable cimxml

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト CIM XMLサービスはイネーブルになっています。

___________________
コマンドモード サービス（/system/services）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例は、CIM XMLサービスをディセーブルにする方法を示します。

switch-A#scope system
switch-A /system # scope services
switch-A /system/services # disable cimxml
switch-A /system/services* # commit-buffer
switch-A /system/services #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show cimxml

show dns
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disable core-export-target
コアエクスポートターゲットをディセーブルにするには disable core-export-target コマンドを使
用します。

disable core-export-target

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード システムデバッグ（/monitoring/sysdebug）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、コアエクスポートターゲットをディセーブルにします。

___________________
例 次の例は、コアエクスポートターゲットをディセーブルにする方法を示します。

switch-A /monitoring # scope sysdebug
switch-A /monitoring/sysdebug # disable core-export-target
switch-A /monitoring/sysdebug* # commit-buffer
switch-A /monitoring/sysdebug #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show core-export-target
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disable http
HTTPサービスをディセーブルにするには、 disable http コマンドを使用します。

disable http

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト HTTPサービスはイネーブルになっています。

___________________
コマンドモード サービス（/system/services）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例は、HTTPサービスをディセーブルにする方法を示します。

switch-A#scope system
switch-A /system # scope services
switch-A /system/services # disable http
switch-A /system/services* # commit-buffer
switch-A /system/services #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show http

show https
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disable https
HTTPSサービスをディセーブルにするには、 disable https コマンドを使用します。

disable https

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト HTTPSサービスはイネーブルになっています。

___________________
コマンドモード サービス（/system/services）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例は、HTTPSサービスをディセーブルにする方法を示します。

switch-A#scope system
switch-A /system # scope services
switch-A /system/services # disable https
switch-A /system/services* # commit-buffer
switch-A /system/services #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show https

show ntp
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disable locator-led
シャーシまたはサーバロケータ LEDを無効にするには、 disable locator-led コマンドを使用しま
す。

disable locator-led

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード シャーシ（/chassis）

サーバ（/chassis/server）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、シャーシまたはサーバロケータ LEDを無効にします。

シャーシまたはサーバロケータ LEDを有効にするには、 enable locator-led コマンドを使用しま
す。

___________________
例 次の例は、シャーシ 2のサーバ 4のロケータ LEDを無効にする方法を示します。

switch-A# scope server 2/4
switch-A /chassis/server # disable locator-led
switch-A /chassis/server* # commit-buffer
switch-A /chassis/server #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

enable locator-led
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disable snmp
SNMPサービスをディセーブルにするには、 disable snmp コマンドを使用します。

disable snmp

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト SNMPサービスはイネーブルになっています。

___________________
コマンドモード モニタリング（/monitoring）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例は、SNMPサービスをディセーブルにする方法を示します。

switch-A#scope monitoring
switch-A /monitoring # disable snmp
switch-A /monitoring* # commit-buffer
switch-A /monitoring #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show snmp-trap

show stats-collection-policy
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disable syslog
syslogサービスをディセーブルにするには、disable syslogコマンドを使用します。

disable syslog {console| file| monitor| remote-destination {server-1| server-2| server-3}}

___________________
シンタックスの説明 syslogメッセージのコンソールへの送信をディセーブルにします。console

syslogメッセージのファイルへの書き込みをディセーブルにします。file

オペレーティングシステムによる syslogメッセージのモニタリング
をディセーブルにします。

monitor

syslogメッセージのリモートサーバへの送信をディセーブルにしま
す。

remote-destination

3つのリモートサーバの 1つを指定します。server- n

___________________
コマンドデフォルト syslogサービスはディセーブルになっています。

___________________
コマンドモード モニタリング（/monitoring）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.3(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、オペレーティングシステムによるシステムログ（syslog）メッセージ

のモニタリングをディセーブルにしたり、syslogメッセージのコンソール、ファイル、またはリ
モート syslogサーバへの送信をディセーブルにしたりします。

___________________
例 次の例は、syslogメッセージの syslogリモート宛先への送信をディセーブルにする方法を示しま

す。

switch-A# scope monitoring
switch-A /monitoring # disable syslog remote-destination server-1
switch-A /monitoring* # commit-buffer
switch-A /monitoring #
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

enable syslog

show syslog
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disable telnet-server
TELNETサーバサービスをディセーブルにするには、 disable telnet-server コマンドを使用しま
す。

disable telnet-server

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト TELNETサーバサービスはイネーブルになっています。

___________________
コマンドモード サービス（/system/services）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例は、TELNETサーバサービスをディセーブルにする方法を示します。

switch-A#scope system
switch-A /system # scope services
switch-A /system/services # disable telnet-server
switch-A /system/services* # commit-buffer
switch-A /system/services #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show ssh-server

show telnet-server
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disassociate
サーバのアソシエーションを解除するには、 disassociate コマンドを使用します。

disassociate

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード サービスプロファイル（/org/service-profile）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例は、サーバのアソシエーションの解除方法を示します。

switch-A# scope org org10
switch-A /org # scope service-profile sp10
switch-A /org/service-profile # disassociate
switch-A /org/service-profile* # commit-buffer
switch-A /org/service-profile #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show server

show service-profile
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discard-buffer
保留中の設定変更をキャンセルするには、 discard-buffer コマンドを使用します。

discard-buffer

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 任意のコマンドモード

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、コミットされていないすべての設定変更をキャンセルし、破棄します。

任意のコンフィギュレーションコマンドの保留中は、コマンドプロンプトの前にアスタリスク

（*）が表示されます。 discard-bufferコマンドを入力すると、コマンドが破棄され、アスタリス
クが消去されます。

___________________
例 次の例は、保留中の設定変更を破棄する方法を示しています。

switch-1# scope chassis 1
switch-1 /chassis # enable locator-led
switch-1 /chassis* # show configuration pending
scope chassis 1
+ enable locator-led
exit
switch-1 /chassis* # discard-buffer
switch-1 /chassis #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

commit-buffer

show configuration pending
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download image
イメージをダウンロードするには、 download image コマンドを使用します。

download image {ftp:| scp:| sftp:| tftp:}

___________________
シンタックスの説明 FTPを指定します。ftp:

SCPを指定します。scp:

SFTPを指定します。sftp:

TFTPを指定します。tftp:

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ファームウェア（/firmware）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例は、イメージのダウンロード方法を示します。

switch-A# scope firmware
switch-A /firmware # download image
scp://user1@192.168.10.10/images/ucs-k9-bundle.1.0.0.988.gbin

switch-A /firmware* # commit-buffer
switch-A /firmware #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show image

show package
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enable（分散仮想スイッチ）
DVS（分散仮想スイッチ）管理状態をイネーブルにするには、分散仮想スイッチモードで enable
コマンドを使用します。

enable

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード VMware（/system/vm-mgmt/vmware/vcenter/data-center/folder/distributed-virtual-switch）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン 分散仮想スイッチ管理状態

___________________
例 次の例は DVS管理状態をイネーブルにする方法を示します。

switch-A# scope system
switch-A /system # scope vm-mgmt
switch-A /system/vm-mgmt # scope vmware
switch-A /system/vm-mgmt/vmware # scope vcenter vc10
switch-A /system/vm-mgmt/vmware/vcenter # scope data-center dc10
switch-A /system/vm-mgmt/vmware/vcenter/data-center # scope folder f10
switch-A /system/vm-mgmt/vmware/vcenter/data-center/folder # scope distributed-virtual-switch
dvs10
switch-A /system/vm-mgmt/vmware/vcenter/data-center/folder/distributed-virtual-switch #
enable
switch-A /system/vm-mgmt/vmware/vcenter/data-center/folder* # commit-buffer
switch-A /system/vm-mgmt/vmware/vcenter/data-center/folder #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show distributed-virtual-switch

show folder
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enable cdp
CiscoDiscovery Protocol（CDP;シスコ検出プロトコル）をイネーブルにするには、enable cdpコマ
ンドを使用します。

enable cdp

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ネットワーク制御ポリシー（/org/nwctrl-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(2)

___________________
使用上のガイドライン CDPをイネーブルにすると、これを使用してネットワークの他のデバイスのアドレスを取得でき

ます。また、CDPを使用してこのデバイスのプラットフォームを検出することもできます。

___________________
例 次の例は、CDPをイネーブルにする方法を示します。

switch-A# scope org org10
switch-A /org # scope nwctrl-policy nCP10
switch-A /org/nwctrl-policy # enable cdp
switch-A /org/nwctrl-policy* # commit-buffer
switch-A /org/nwctrl-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show nwctrl-policy

show snmp
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enable cimxml
Common InformationModel（CIM;共通情報モデル）XMLサービスをイネーブルにするには、 enable
cimxml コマンドを使用します。

enable cimxml

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト CIM XMLサービスはディセーブルになっています。

___________________
コマンドモード サービス（/system/services）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン シスコでは、他のネットワークアプリケーションとのインターフェイスに必要なコミュニケー

ションサービスだけをイネーブルにすることを推奨しています。

___________________
例 次の例は、CIM XMLサービスをイネーブルにする方法を示します。

switch-A#scope system
switch-A /system # scope services
switch-A /system/services # enable cimxml
switch-A /system/services* # commit-buffer
switch-A /system/services #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show cimxml

show dns
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enable cluster
クラスタ操作用にスタンドアロンファブリックインターコネクトをイネーブルにするには、enable
cluster コマンドを使用します。

enable cluster clusterip

___________________
シンタックスの説明

スタンドアロンファブリックインターコネクトの IPアドレスを指定し
ます。

clusterip

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ローカル管理（local-mgmt）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、クラスタ操作用にスタンドアロンファブリックインターコネクトをイ

ネーブルにします。クラスタ操作をイネーブルにしたら、別のファブリックインターコネクトを

クラスタに追加できます。

___________________
例 次の例は、クラスタ操作用にスタンドアロンファブリックインターコネクトをイネーブルにしま

す。

switch-A# connect local-mgmt a
Cisco UCS 6100 Series Fabric Interconnect

TAC support: http://www.cisco.com/tac

Copyright (c) 2009, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

The copyrights to certain works contained herein are owned by
other third parties and are used and distributed under license.
Some parts of this software may be covered under the GNU Public
License or the GNU Lesser General Public License. A copy of
each such license is available at
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html and
http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html
switch-A(local-mgmt)# enable cluster 192.168.1.101
This command will enable cluster mode on this setup. You cannot change it
back to stand-alone. Are you sure you want to continue? (yes/no): yes
switch-A(local-mgmt)#
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

connect local-mgmt
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enable core-export-target
コアエクスポートターゲットをイネーブルにするには、 enable core-export-target コマンドを使
用します。

enable core-export-target

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト コアエクスポートターゲットサービスはディセーブルになっています。

___________________
コマンドモード システムデバッグ（/monitoring/sysdebug）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例は、コアエクスポートターゲットをイネーブルにする方法を示します。

switch-A# scope monitoring
switch-A /monitoring # scope sysdebug
switch-A /monitoring/sysdebug # enable core-export-target
switch-A /monitoring/sysdebug* # commit-buffer
switch-A /monitoring/sysdebug #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show cores

show core-export-target
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enable http
HTTPサービスをイネーブルにするには、 enable http コマンドを使用します。

enable http

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト HTTPサービスはディセーブルになっています。

___________________
コマンドモード サービス（/system/services）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン シスコでは、他のネットワークアプリケーションとのインターフェイスに必要なコミュニケー

ションサービスだけをイネーブルにすることを推奨しています。

___________________
例 次の例は、HTTPサービスをイネーブルにする方法を示します。

switch-A#scope system
switch-A /system # scope services
switch-A /system/services # enable http
switch-A /system/services* # commit-buffer
switch-A /system/services #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show cimxml

show http
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enable https
HTTPSサービスをイネーブルにするには、 enable https コマンドを使用します。

enable https

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト HTTPSサービスはディセーブルになっています。

___________________
コマンドモード サービス（/system/services）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン シスコでは、他のネットワークアプリケーションとのインターフェイスに必要なコミュニケー

ションサービスだけをイネーブルにすることを推奨しています。

___________________
例 次の例は、HTTPSサービスをイネーブルにする方法を示します。

switch-A#scope system
switch-A /system # scope services
switch-A /system/services # enable https
switch-A /system/services* # commit-buffer
switch-A /system/services #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show cimxml

show https
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enable locator-led
シャーシまたはサーバロケータ LEDを有効にするには、 enable locator-led コマンドを使用しま
す。

enable locator-led

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード シャーシ（/chassis）

サーバ（/chassis/server）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、シャーシまたはサーバロケータ LEDを有効にします。

シャーシまたはサーバロケータ LEDを無効にするには、 disable locator-led コマンドを使用しま
す。

___________________
例 次の例は、シャーシ 2のサーバ 4のロケータ LEDを有効にする方法を示しています。

switch-A# scope server 2/4
switch-A /chassis/server # enable locator-led
switch-A /chassis/server* # commit-buffer
switch-A /chassis/server #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

disable locator-led
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enable snmp
SNMPサービスをイネーブルにするには、 enable snmp コマンドを使用します。

enable snmp

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト SNMPサービスはディセーブルになっています。

___________________
コマンドモード モニタリング（/monitoring）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン シスコでは、他のネットワークアプリケーションとのインターフェイスに必要なコミュニケー

ションサービスだけをイネーブルにすることを推奨しています。

___________________
例 次の例は、SNMPサービスをイネーブルにする方法を示します。

switch-A#scope monitoring
switch-A /monitoring # enable snmp
switch-A /monitoring* # commit-buffer
switch-A /monitoring #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show cimxml

show snmp-trap
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enable syslog
syslogサービスをイネーブルにするには、enable syslogコマンドを使用します。

enable syslog {console| file| monitor| remote-destination {server-1| server-2| server-3}}

___________________
シンタックスの説明 syslogメッセージのコンソールへの送信をイネーブルにします。console

syslogメッセージのファイルへの書き込みをイネーブルにします。file

オペレーティングシステムによる syslogメッセージのモニタリング
をイネーブルにします。

monitor

syslogメッセージのリモートサーバへの送信をイネーブルにします。remote-destination

3つのリモート syslogサーバの 1つを指定します。server- n

___________________
コマンドデフォルト syslogサービスはディセーブルになっています。

___________________
コマンドモード モニタリング（/monitoring）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.3(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、オペレーティングシステムによるシステムログ（syslog）メッセージ

のモニタリングをイネーブルにしたり、syslogメッセージのコンソール、ファイル、またはリモー
ト syslogサーバへの送信をイネーブルにしたりします。

syslogメッセージをファイルやリモート syslogサーバに送信するには、set syslog fileまたは set
syslog remote-destinationコマンドを使用して、追加のパラメータを設定する必要があります。

___________________
例 次の例は、syslogリモート宛先をイネーブルにして設定する方法を示します。

switch-A# scope monitoring
switch-A /monitoring # enable syslog remote-destination server-1
switch-A /monitoring* # set syslog remote-destination server-1 hostname ITEast1 level alerts
switch-A /monitoring* # commit-buffer
switch-A /monitoring #
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

disable syslog

set syslog file

set syslog remote-destination

show syslog
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enable telnet-server
TELNETサーバサービスをイネーブルにするには、 enable telnet-server コマンドを使用します。

enable telnet-server

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト TELNETサーバサービスはディセーブルになっています。

___________________
コマンドモード サービス（/system/services）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン シスコでは、他のネットワークアプリケーションとのインターフェイスに必要なコミュニケー

ションサービスだけをイネーブルにすることを推奨しています。

___________________
例 次の例は、TELNETサーバサービスをイネーブルにする方法を示します。

switch-A#scope system
switch-A /system # scope services
switch-A /system/services # enable telnet-server
switch-A /system/services* # commit-buffer
switch-A /system/services #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show ssh-server

show telnet-server
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enter adapter
アダプタを開始するには、 enter adapter コマンドを使用します。

enter adapter

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード サーバ資格情報（/org/server-qual）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用してアダプタ容量資格認定を開始します。この資格認定において、容量資格

の作成および削除ができます。アダプタを終了するには、exitコマンドを使用します。

アダプタの開始が初回の場合、いったん開始してから commit-bufferコマンドを実行する必要が
あります。

___________________
例 次の例は、アダプタの開始方法を示します。

switch-A# scope org org10
switch-A /org # scope server-qual sq10
switch-A /org/server-qual # enter adapter
switch-A /org/server-qual/adapter* # commit-buffer
switch-A /org/server-qual/adapter #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show adapter

show cap-qual
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enter chassis
シャーシを開始するには、 enter chassis コマンドを使用します。

enter chassis min-chassis-id max-chassis-id

___________________
シンタックスの説明

最小シャーシ ID番号。有効な値の範囲は 1～ 255です。min-chassis-id

最大シャーシ ID番号。有効な値の範囲は 1～ 255です。max-chassis-id

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード サーバ資格情報（/org/server-qual）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用してスロット容量資格認定を開始します。この資格認定において、容量資格

の作成および削除ができます。シャーシを終了するには、exitコマンドを使用します。

シャーシの開始が初回の場合、いったん開始してから commit-bufferコマンドを実行する必要が
あります。

___________________
例 次の例は、シャーシの開始方法を示します。

switch-A# scope org org10
switch-A /org # scope server-qual sq10
switch-A /org/server-qual # enter chassis 1 1
switch-A /org/server-qual/chassis* # commit-buffer
switch-A /org/server-qual/chassis #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show cap-qual

show chassis

   Cisco UCS Manager CLI コマンドリファレンスリリース 1.3(1)
392 OL-22880-03-J  

コマンド

enter chassis



enter class cpu-env-stats
CPU環境統計情報クラスを開始するには、 enter class cpu-env-stats コマンドを使用します。

enter class cpu-env-stats

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 統計情報しきい値ポリシー（/org/stats-threshold-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例は、CPU環境統計情報クラスを開始する方法を示します。

switch-A# scope org org100
switch-A /org # scope stats-threshold-policy stp100
switch-A /org/stats-threshold-policy # enter class cpu-env-stats
switch-A /org/stats-threshold-policy/class #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show class

show stats-threshold-policy
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enter class ethernet-port-err-stats
イーサネットポートエラー統計情報クラスを作成し、必要に応じて開始するには、 enter class
ethernet-port-err-stats コマンドを使用します。

enter class ethernet-port-err-stats

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 統計情報しきい値ポリシー（/org/stats-threshold-policy）

イーサネットアップリンク下の統計情報しきい値ポリシー（/eth-uplink/stats-threshold-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、イーサネットポートエラー統計情報クラスを作成し、必要に応じて開

始します。

___________________
例 次の例は、存在していないイーサネットポートエラー統計情報クラスを作成し、開始する方法を

示します。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # scope stats-threshold-policy p10
switch-A /org/stats-threshold-policy # enter class ethernet-port-err-stats
switch-A /org/stats-threshold-policy/class * # commit-buffer
switch-A /org/stats-threshold-policy/class #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show class

show stats-threshold-policy
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enter class ethernet-port-multicast-stats
イーサネットポートマルチキャスト統計情報クラスを作成し、必要に応じて開始するには、enter
class ethernet-port-multicast-statsコマンドを使用します。

enter class ethernet-port-multicast-stats

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 統計情報しきい値ポリシー（/org/stats-threshold-policy）

イーサネットアップリンク下の統計情報しきい値ポリシー（/eth-uplink/stats-threshold-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、イーサネットポートマルチキャスト統計情報クラスを作成し、必要に

応じて開始します。

___________________
例 次の例は、すでに存在しているイーサネットポートマルチキャスト統計情報クラスの開始方法を

示しています。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # scope stats-threshold-policy p10
switch-A /org/stats-threshold-policy # enter class ethernet-port-multicast-stats
switch-A /org/stats-threshold-policy/class #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

create class ethernet-port-multicast-stats

show class

show stats-threshold-policy
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enter class ethernet-port-over-under-sized-stats
イーサネットポートのover-under-sized統計情報クラスを作成し、必要に応じて、開始するには、
enter class ethernet-port-over-under-sized-statsコマンドを使用します。

enter class ethernet-port-over-under-sized-stats

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 統計情報しきい値ポリシー（/org/stats-threshold-policy）

イーサネットアップリンク下の統計情報しきい値ポリシー（/eth-uplink/stats-threshold-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、イーサネットポートのover-under-sized統計情報クラスを作成し、必要

に応じて開始します。

___________________
例 次の例は、存在していないイーサネットポートのover-under-sized統計情報クラスを作成して開始

する方法を示します。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # scope stats-threshold-policy p10
switch-A /org/stats-threshold-policy # enter class ethernet-port-over-under-sized-stats
switch-A /org/stats-threshold-policy/class * # commit-buffer
switch-A /org/stats-threshold-policy/class #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

create class ethernet-port-over-under-sized-stats

show class

show stats-threshold-policy
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enter class ethernet-port-stats
イーサネットポート統計情報クラスを作成し、必要に応じて開始するには、 enter class
ethernet-port-stats コマンドを使用します。

enter class ethernet-port-stats

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 統計情報しきい値ポリシー（/org/stats-threshold-policy）

イーサネットアップリンク下の統計情報しきい値ポリシー（/eth-uplink/stats-threshold-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、イーサネットポート統計情報クラスを作成し、必要に応じて開始しま

す。

___________________
例 次の例は、存在していないイーサネットポート統計情報クラスを作成し、開始する方法を示しま

す。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # scope stats-threshold-policy p10
switch-A /org/stats-threshold-policy # enter class ethernet-port-stats
switch-A /org/stats-threshold-policy/class * # commit-buffer
switch-A /org/stats-threshold-policy/class #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show class

show stats-threshold-policy
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enter class ethernet-port-stats-by-size-large-packets
イーサネットポートの大きいパケット統計情報クラスを作成し、必要に応じて開始するには、

enter class ethernet-port-stats-by-size-large-packets コマンドを使用します。

enter class ethernet-port-stats-by-size-large-packets

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 統計情報しきい値ポリシー（/org/stats-threshold-policy）

イーサネットアップリンク下の統計情報しきい値ポリシー（/eth-uplink/stats-threshold-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、イーサネットポートの大きいパケット統計情報クラスを作成し、必要

に応じて開始します。

___________________
例 次の例は、存在していないイーサネットポートの大きいパケット統計情報クラスを作成し、開始

する方法を示します。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # scope stats-threshold-policy p10
switch-A /org/stats-threshold-policy # enter class ethernet-port-stats-by-size-large-packets
switch-A /org/stats-threshold-policy/class * # commit-buffer
switch-A /org/stats-threshold-policy/class #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show class

show stats-threshold-policy

   Cisco UCS Manager CLI コマンドリファレンスリリース 1.3(1)
398 OL-22880-03-J  

コマンド

enter class ethernet-port-stats-by-size-large-packets



enter class ethernet-port-stats-by-size-small-packets
イーサネットポートの小さいパケット統計情報クラスを作成し、必要に応じて開始するには、

enter class ethernet-port-stats-by-size-small-packets コマンドを使用します。

enter class ethernet-port-stats-by-size-small-packets

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 統計情報しきい値ポリシー（/org/stats-threshold-policy）

イーサネットアップリンク下の統計情報しきい値ポリシー（/eth-uplink/stats-threshold-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、イーサネットポートの小さいパケット統計情報クラスを作成し、必要

に応じて開始します。

___________________
例 次の例は、存在していないイーサネットポートの小さいパケット統計情報クラスを作成し、開始

する方法を示します。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # scope stats-threshold-policy p10
switch-A /org/stats-threshold-policy # enter class ethernet-port-stats-by-size-small-packets
switch-A /org/stats-threshold-policy/class * # commit-buffer
switch-A /org/stats-threshold-policy/class #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show class

show stats-threshold-policy
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enter client
特定のクライアントモードを開始するには、port-profileモードで enter clientコマンドを使用しま
す。

enter client client-name

___________________
シンタックスの説明

クライアントの名前。client-name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード プロファイルセット（/system/vm-mgmt/vmware/profile-set/port-profile）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
例 次の例は、特定のクライアントモードを開始する方法を示します。

switch-A# scope system
switch-A /system # scope vm-mgmt
switch-A /system/vm-mgmt # scope vmware
switch-A /system/vm-mgmt/vmware # scope profile-set
switch-A /system/vm-mgmt/vmware/profile-set # scope port-profile pp100
switch-A /system/vm-mgmt/vmware/profile-set/port-profile # enter client c100
switch-A /system/vm-mgmt/vmware/profile-set/port-profile #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show port profile

show profile-set
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enter data-center
データセンターを開始するには、vcenterモードで enter data コマンドを使用します。

enter data-center datacenter-name

___________________
シンタックスの説明

データセンターの名前。datacenter-name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード VCenter（/system/vm-mgmt/vmware/vcenter）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン data-centerモードを使用して、次のタスクを実行します。

•フォルダの作成および削除

•フォルダ情報の表示

___________________
例 次の例は、データセンターの開始方法を示します。

switch-A# scope system
switch-A /system # scope vm-mgmt
switch-A /system/vm-mgmt # scope vmware
switch-A /system/vm-mgmt/vmware # scope vcenter vc10
switch-A /system/vm-mgmt/vmware/vcenter # enter data-center dc10
switch-A /system/vm-mgmt/vmware/vcenter/data-center #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show data-center

show folder
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enter default-behavior
default-behaviorモードを開始するには、 enter default-behavior コマンドを使用します。

enter default-behavior {vhba | vnic}

___________________
シンタックスの説明 vHBAデフォルト動作モードを指定します。vhba

vNICデフォルト動作モードを指定します。vnic

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード サービスプロファイル（/org/service-profile）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用してデフォルトの動作を作成し、組織のdefault-behaviorモードを開始します。

___________________
例 次の例は、vNICデフォルト動作モードの開始方法を示します。

switch-A# scope org org100
switch-A /org # scope service-profile sp100
switch-A /org/service-profile # enter default-behavior vnic
switch-A /org/service-profile/default-behavior* # commit-buffer
switch-A /org/service-profile/default-behavior #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show default-behavior

show vnic
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enter distributed-virtual-switch
Distributed Virtual Switch（DVS;分散仮想スイッチ）を開始するには、フォルダモードで enter
distributed-virtual-switch コマンドを使用します。

enter distributed-virtual-switch dvs-name

___________________
シンタックスの説明

スイッチの名前。dvs-name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード VMware（/system/vm-mgmt/vmware/vcenter/data-center/folder）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン distributed-virtual-switchモードを使用して、次のタスクを実行します。

• DVS管理状態のイネーブル化およびディセーブル化

• port-profileモードへの移動

•ポートプロファイル情報の表示

___________________
例 次の例は、分散仮想スイッチの開始方法を示します。

switch-A# scope system
switch-A /system # scope vm-mgmt
switch-A /system/vm-mgmt # scope vmware
switch-A /system/vm-mgmt/vmware # scope vcenter vc10
switch-A /system/vm-mgmt/vmware/vcenter # scope data-center dc10
switch-A /system/vm-mgmt/vmware/vcenter/data-center # scope folder f10
switch-A /system/vm-mgmt/vmware/vcenter/data-center/folder # enter distributed-virtual-switch
dvs10
switch-A /system/vm-mgmt/vmware/vcenter/data-center/folder/distributed-virtual-switch #
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

show distributed-virtual-switch

show port-profile
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enter dynamic-vnic-conn
dynamic-vnic-connモードを開始するには、 enter dynamic-vnic-conn コマンドを使用します。

create dynamic-vnic-conn

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード サービスプロファイル（/org/service-profile）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン dynamic-vnic-connモードを使用して、次のタスクを実行します。

•アダプタポリシーの設定

•ダイナミック vNIC接続の表示

___________________
例 次の例は、dynamic-vnic-connモードの開始方法を示します。

switch-A# scope org org10
switch-A /org # scope service-profile sp10
switch-A /org/service-profile # enter dynamic-vnic-conn

switch-A /org/service-profile #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show dynamic-vnic-con

show dynamic-vnic-con-policy
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enter dynamic-vnic-conn-policy
dynamic-vnic-conn-policyモードを開始するには、 enter dynamic-vnic-conn-policy コマンドを使用
します。

enter dynamic-vnic-conn-policy policy-name

___________________
シンタックスの説明 vNIC接続ポリシーの名前。policy-name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 組織（/org）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン dynamic-vnic-conn-policyモードを使用して、次のタスクを実行します。

•アダプタポリシーの設定

•ダイナミック vNIC接続ポリシーの表示

___________________
例 次の例は、dynamic-vnic-conn-policyモードの開始方法を示します。

switch-A# scope org org100
switch-A /org # enter dynamic-vnic-conn-policy dvcp100
switch-A /org/dynamic-vnic-conn-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show dynamic-vnic-connection-policy

show vnic-templ
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enter eth-policy
eth-policyモードを開始するには、 enter eth-policy コマンドを使用します。

enter eth-policy policy-name

___________________
シンタックスの説明

イーサネットポリシーの名前。policy-name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 組織（/org）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0

___________________
例 次の例は、イーサネットポリシー ep100を使用して、eth-policyモードを開始する方法を示しま

す。

switch-A# scope org org100
switch-A /org # enter eth-policy ep100
switch-A /org/eth-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show eth-policy

show trans-queue
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enter fc-policy
fc-policyモードを開始するには、 enter fc-policy コマンドを使用します。

enter fc-policy policy-name

___________________
シンタックスの説明

ファイバチャネルポリシーの名前。policy-name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 組織（/org）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン fc-policyモードを使用して、次のタスクを実行します。

•ファイバチャネルポリシーの作成と削除

•ファイバチャネルポリシーの表示

___________________
例 次の例は、fc-policyモードの開始方法を示します。

switch-A# scope org org100
switch-A /org # scope fc-policy fp100
switch-A /org # scope fc-policy fcp100
switch-A /org/fc-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show fc-policy

show trans-queue
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enter folder
フォルダを開始するには、vcenterモードで enter folder コマンドを使用します。

enter folder folder-name

___________________
シンタックスの説明

フォルダの名前。folder-name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード VCenter（/system/vm-mgmt/vmware/vcenter）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン data-centerモードを使用して、次のタスクを実行します。

•データセンターの作成および削除

•データセンター情報の表示

___________________
例 次の例は、フォルダの開始方法を示します。

switch-A# scope system
switch-A /system # scope vm-mgmt
switch-A /system/vm-mgmt # scope vmware
switch-A /system/vm-mgmt/vmware # scope vcenter vc10
switch-A /system/vm-mgmt/vmware/vcenter # enter folder f10
switch-A /system/vm-mgmt/vmware/vcenter/folder #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show data-center

show folder
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enter memory
メモリを開始するには、 enter memory コマンドを使用します。

enter memory

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード サーバ資格情報（/org/server-qual）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用してメモリを開始し、メモリプロパティ値を設定します。メモリを終了する

には、exitコマンドを使用します。

メモリの開始が初回の場合、いったん開始してから commit-bufferコマンドを実行する必要があ
ります。

___________________
例 次の例は、メモリの開始方法を示します。

switch-A# scope org org10
switch-A /org # scope server-qual sq10
switch-A /org/server-qual # enter memory
switch-A /org/server-qual/memory* # commit-buffer
switch-A /org/server-qual/memory #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show detail

show memory
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enter nwctrl-policy
ネットワーク制御ポリシーを開始するには、enter nwctrl-policyコマンドを使用します。

enter nwctrl-policy policy-name

___________________
シンタックスの説明

ポリシー名。policy-name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ネットワーク制御ポリシー（/org/nwctrl-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(2)

___________________
使用上のガイドライン ネットワーク制御ポリシーを開始すると、次のタスクが実行できます。

• CDPのイネーブル化

•アップリンク障害アクションの設定

___________________
例 次の例は、ネットワーク制御ポリシーの開始方法を示します。

switch-A# scope org org10
switch-A /org # enter nwctrl-policy nCP10
switch-A /org/nwctrl-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show nwctrl-policy

show qos-policy
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enter policy
必要に応じてポリシーを作成し、開始するには、 enter policy コマンドを使用します。

callhome モード

enter policy event

フロー制御モード

enter policy name

___________________
シンタックスの説明

事前定義された障害またはシステムイベントタイプを選択します。イベン

トのオプションについては、使用ガイドラインを参照してください。

event

ポリシー名。名前には 1～ 16文字を使用できます。name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード Callhome（/monitoring/callhome）

フロー制御（/eth-uplink/flow-control）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

このコマンドは Call Homeの追加のイベントタイプを追加するため
に変更されました。

1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、組織の callhomeモードまたは組織のフロー制御モードのいずれかでポ

リシーを開始します。ポリシーが存在しない場合、最初に作成されます。

Call Home設定で、このコマンドを使用して、事前定義された障害またはシステムイベントタイ
プのポリシーのインスタンスを開始します。次のリストに、Call Homeイベントタイプで使用可
能なキーワードを示します。

• association-failed

• chassis-seeprom-error

• configuration-failure
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• connectivity-problem

• election-failure

• equipment-inaccessible

• equipment-inoperable

• equipment-problem

• fru-problem

• identity-unestablishable

• link-down

• management-services-failure

• management-services-unresponsive

• power-problem

• thermal-problem

• unspecified

• version-incompatible

• voltage-problem

フロー制御設定では、このコマンドを使用して名前付きポリシーを開始します。

___________________
例 次の例は、link-downイベントに対し Call Homeポリシーを開始し、イネーブルにする方法を示し

ます。

switch-A# scope monitoring
switch-A /monitoring # scope callhome
switch-A /monitoring/callhome # enter policy link-down
switch-A /monitoring/callhome/policy # set admin-state enabled
switch-A /monitoring/callhome/policy* # commit-buffer
switch-A /monitoring/callhome/policy #

次の例は、フロー制御の名前付きポリシーの開始方法を示します。

switch-A # scope eth-uplink
switch-A /eth-uplink # scope flow-control
switch-A /eth-uplink/flow-control # enter policy policy1
switch-A /eth-uplink/flow-control #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

create policy

show policy

show stats-threshold-policy
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enter processor
プロセッサを開始するには、 enter processor コマンドを使用します。

enter processor

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード サーバ資格情報（/org/server-qual）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用してプロセッサを開始し、プロセッサプロパティ値を設定します。プロセッ

サを終了するには、exitコマンドを使用します。

メモリの開始が初回の場合、いったん開始してから commit-bufferコマンドを実行する必要があ
ります。

___________________
例 次の例は、プロセッサの開始方法を示します。

switch-A# scope org org10
switch-A /org # scope server-qual sq10
switch-A /org/server-qual # enter processor
switch-A /org/server-qual/processor* # commit-buffer
switch-A /org/server-qual/processor #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show memory

show processor
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enter qos-policy
qos-policyモードを開始するには、enter qos-policyコマンドを使用します。

enter qos-policy policy-name

___________________
シンタックスの説明 QoSポリシーの名前。policy-name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード QoSポリシー（/org/qos-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン qos-policyモードを使用して、次のタスクを実行します。

•出力側 QoSポリシーの作成および削除

•出力側ポリシーの表示

___________________
例 次の例は、qos-policyモードの開始方法を示します。

switch-A# scope org org10
switch-A /org # scope qos-policy qp10
switch-A /org/qos-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show egress-policy

show qos-policy
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enter storage
ストレージを開始するには、 enter storage コマンドを使用します。

enter storage

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ブートポリシー（/org/boot-policy）

サーバ資格情報（/org/server-qual）

ブート定義（/org/service-profile/boot-def）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用してストレージを開始し、ストレージプロパティ値を設定します。ストレー

ジを終了するには、exitコマンドを使用します。

ストレージの開始が初回の場合、いったん開始してから commit-bufferコマンドを実行する必要
があります。

___________________
例 次の例は、ストレージの開始方法を示します。

switch-A# scope org org10
switch-A /org # scope server-qual sq10
switch-A /org/server-qual # enter storage
switch-A /org/server-qual/storage* # commit-buffer
switch-A /org/server-qual/storage #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show detail

show storage
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enter threshold-value
プロパティのしきい値を入力するには、 enter threshold-value コマンドを使用します。

enter threshold-value { above-normal | below-normal } { cleared | condition | critical | info | major |
minor | warning }

___________________
シンタックスの説明

値を above normalに設定します。above-normal

値を below normalに設定します。below-normal

しきい値を clearedに設定します。cleared

しきい値を conditionに設定します。condition

しきい値を criticalに設定します。critical

しきい値を infoに設定します。info

しきい値を majorに設定します。major

しきい値を minorに設定します。minor

しきい値を warningに設定します。warning

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード イーサネットアップリンク（/eth-uplink/stats-threshold-policy/class/property）

ファイバチャネル（/fc-uplink/stats-threshold-policy/class/property）

イーサネットサーバ（/eth-server/stats-threshold-policy/class/property）

組織（/org/stats-threshold-policy/class/property）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0.1
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___________________
例 次の例は、プロパティ packets-rx-deltaモードで、しきい値 above-normal criticalを入力する方法を

示します。

switch-A#scope org org100
switch-A /org # scope stats-threshold-policy stp100

switch-A /org/stats-threshold-policy # scope class vnic-stats
switch-A /org/stats-threshold-policy/class # scope property packets-rx-delta
switch-A /org/stats-threshold-policy/class/property # enter threshold-value above-normal
critical
switch-A /org/stats-threshold-policy/class/property/threshold-value* # commit-buffer
switch-A /org/stats-threshold-policy/class/property/threshold-value #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show property

show threshold-value
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enter vcenter
VCenterを開始するには、vmwareモードで enter vcenter コマンドを使用します。

enter vcenter vcenter-name

___________________
シンタックスの説明 VCenterの名前。vcenter-name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード VCenter（/system/vm-mgmt/vmware）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン vcenterモードを使用して、次のタスクを実行します。

•データセンターおよびフォルダの作成と削除

•データセンター、イベント、有限状態マシン、フォルダ情報の表示

___________________
例 次の例は、VCenterの開始方法を示します。

switch-A# scope system
switch-A /system # scope vm-mgmt
switch-A /system/vm-mgmt # scope vmware
switch-A /system/vm-mgmt/vmware # enter vcenter vc10
switch-A /system/vm-mgmt/vmware/vcenter #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show data-center

show vcenter
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enter vcon
仮想 vCon（仮想ネットワークインターフェイス接続）を開始するには、 enter vcon コマンドを
使用します。

enter vcon {1 | 2}

___________________
シンタックスの説明

仮想ネットワークインターフェイス接続 1を指定します。1

仮想ネットワークインターフェイス接続 2を指定します。2

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード サービスプロファイル（/org/service-profile）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
例 次の例は、vConの開始方法を示します。

switch-A# scope org org100
switch-A /org # scope service-profile sp100
switch-A /org/service-profile # enter vcon 1
switch-A /org/service-profile* # commit-buffer
switch-A /org/service-profile #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show service-profile

show vcon
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enter vcon-policy
vcon-policyモードを開始するには、enter vcon-policyコマンドを使用します。

enter vcon-policy policy-name

___________________
シンタックスの説明

ポリシーの名前。policy-name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 組織（/org）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン vcon-policyモードを使用して、次のタスクを実行します。

• vConsおよび vConの説明の設定

• vCon情報の表示

___________________
例 次の例は、vcon-policyモードの開始方法を示します。

switch-A # scope org org100
switch-A /org # enter vcon-policy vcp100
switch-A /org/vcon-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show vcon

show vcon-policy
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enter vlan
VLANを作成し、必要に応じてVLANコンフィギュレーションモードを開始するには、entervlan
コマンドを使用します。

enter vlan name id

___________________
シンタックスの説明 VLAN名。名前は最大 16文字で指定できます。name

VLAN ID番号。有効な値の範囲は、1～ 3967および 4048～ 4093です。id

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード イーサネットアップリンク（/eth-uplink）

ファブリック（/eth-uplink/fabric）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、指定した名前と ID番号で VLANのコンフィギュレーションモードを

開始します。 VLANが存在しない場合、作成されます。

___________________
例 次の例は、VLANの開始方法を示します。

switch-A# scope eth-uplink
switch-A /eth-uplink # enter vlan vlan1 10
switch-A /eth-uplink/vlan* # commit-buffer
switch-A /eth-uplink/vlan #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show interface

show vlan
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enter vlan（ポートプロファイル）
VLANを作成し、必要に応じてVLANコンフィギュレーションモードを開始するには、entervlan
コマンドを使用します。

enter vlan name

___________________
シンタックスの説明 VLAN名。名前は最大 16文字で指定できます。name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ポートプロファイル（/system/vm-mgmt/vmware/profile-set/port-profile）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、指定した名前と ID番号で VLANのコンフィギュレーションモードを

開始します。 VLANが存在しない場合、作成されます。

___________________
例 次の例は、ポートプロファイルの VLANの開始方法を示します。

switch-A# scope system
switch-A /system # scope vm-mgmt
switch-A /system/vm-mgmt # scope vmware
switch-A /system/vm-mgmt/vmware # scope profile-set
switch-A /system/vm-mgmt/vmware/profile-set # scope port-profile pp100
switch-A /system/vm-mgmt/vmware/profile-set/port-profile # enter vlan v100
switch-A /system/vm-mgmt/vmware/profile-set/port-profile/vlan* # commit-buffer
switch-A /system/vm-mgmt/vmware/profile-set/port-profile/vlan #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show port-profile
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erase configuration
UCS設定を削除するには、 erase configuration コマンドを使用します。

erase configuration

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ローカル管理（local-mgmt）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して UCS設定を削除します。

___________________
例 次の例は、UCS設定の削除方法を示します。

switch-A# connect local-mgmt a
Cisco UCS 6100 Series Fabric Interconnect

TAC support: http://www.cisco.com/tac

Copyright (c) 2009, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

The copyrights to certain works contained herein are owned by
other third parties and are used and distributed under license.
Some parts of this software may be covered under the GNU Public
License or the GNU Lesser General Public License. A copy of
each such license is available at
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html and
http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html
switch-A(local-mgmt)# erase configuration
All UCS configurations will be erased and system will reboot. Are you sure? (yes/no): no
switch-A(local-mgmt)#

___________________
関連コマンド 説明コマンド

connect local-mgmt
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erase-log-config
UCS管理ログコンフィギュレーションファイルを削除するには、 erase-log-config コマンドを使
用します。

erase-log-config

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ローカル管理（local-mgmt）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、UCS管理ログコンフィギュレーションファイルを削除します。

___________________
例 次の例は、UCS管理ログコンフィギュレーションファイルを削除する方法を示します。

switch-A# connect local-mgmt a
Cisco UCS 6100 Series Fabric Interconnect

TAC support: http://www.cisco.com/tac

Copyright (c) 2009, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

The copyrights to certain works contained herein are owned by
other third parties and are used and distributed under license.
Some parts of this software may be covered under the GNU Public
License or the GNU Lesser General Public License. A copy of
each such license is available at
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html and
http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html
switch-A(local-mgmt)# erase-log-config
switch-A(local-mgmt)#

___________________
関連コマンド 説明コマンド

connect local-mgmt
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install-license
ライセンスをインストールするには、ローカル管理コマンドモードで install-licenseコマンドを使
用します。

install-license license-file-name

___________________
シンタックスの説明

ライセンスファイルの名前。license-file-name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ローカル管理（local-mgmt）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、ローカル管理コマンドモードでライセンスをインストールします。

このコマンドは、ローカルファブリックインターコネクト上でユーザ adminによってのみ実行で
きます。

このコマンドは、ローカル管理ポートのコマンドラインで使用できます。 connect local-mgmtコ
マンドを使用して、そのコマンドラインに接続します。

___________________
例 次の例は、ライセンスのインストール方法を示します。

switch-A# connect local-mgmt a
Cisco UCS 6100 Series Fabric Interconnect

TAC support: http://www.cisco.com/tac

Copyright (c) 2009, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

The copyrights to certain works contained herein are owned by
other third parties and are used and distributed under license.
Some parts of this software may be covered under the GNU Public
License or the GNU Lesser General Public License. A copy of
each such license is available at
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html and
http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html

switch-A(local-mgmt)# install-license bootflash:FibreChannel.lic
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switch-A(local-mgmt)#

___________________
関連コマンド 説明コマンド

connect local-mgmt

show license brief
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ls
ディレクトリの内容を一覧表示するには、ローカル管理コマンドモードで ls コマンドを使用し
ます。

ls [ path ]

___________________
シンタックスの説明

ディレクトリの絶対パスまたは相対パス。path

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ローカル管理（local-mgmt）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、ローカル管理コマンドモードでディレクトリの内容を一覧表示しま

す。パスを指定しない場合、現在の作業ディレクトリが表示されます。

このコマンドは、ローカル管理ポートのコマンドラインで使用できます。 connect local-mgmtコ
マンドを使用して、そのコマンドラインに接続します。

このコマンドはワークスペース（フラッシュ）または揮発性（RAM）ファイルシステムのいずれ
かで実行できます。ファイルシステムを指定するには、パスに workspace:または volatile:キー
ワードを含めます。ファイルシステムを指定しない場合、現在の作業ファイルシステムが表示

されます。

___________________
例 次の例は、揮発性ファイルシステムの tempという名前のディレクトリの内容を一覧表示する方

法を示します。

switch-A # connect local-mgmt a
Cisco UCS 6100 Series Fabric Interconnect

TAC support: http://www.cisco.com/tac

Copyright (c) 2009, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

The copyrights to certain works contained herein are owned by
other third parties and are used and distributed under license.
Some parts of this software may be covered under the GNU Public
License or the GNU Lesser General Public License. A copy of
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each such license is available at
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html and
http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html

switch-A(local-mgmt)# ls volatile:/temp
40 Dec 29 15:28:58 2009 src/

Usage for volatile://sup-local
0 bytes used

62914560 bytes free
62914560 bytes total

switch-A(local-mgmt)#

___________________
関連コマンド 説明コマンド

connect local-mgmt
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mkdir
ディレクトリを作成するには、ローカル管理コマンドモードで mkdir コマンドを使用します。

mkdir path

___________________
シンタックスの説明

新しいディレクトリの名前を含むディレクトリの絶対パスまたは相対パス。path

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ローカル管理（local-mgmt）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、ローカル管理コマンドモードでディレクトリを作成します。

このコマンドは、ローカル管理ポートのコマンドラインで使用できます。 connect local-mgmtコ
マンドを使用して、そのコマンドラインに接続します。

このコマンドはワークスペース（フラッシュ）または揮発性（RAM）ファイルシステムのいずれ
かで実行できます。ファイルシステムを指定するには、パスに workspace:または volatile:キー
ワードを含めます。ファイルシステムを指定しない場合、現在の作業ファイルシステムが表示

されます。

___________________
例 次の例は、揮発性ファイルシステムの tempという名前のディレクトリを作成する方法を示しま

す。

switch-A # connect local-mgmt a
Cisco UCS 6100 Series Fabric Interconnect

TAC support: http://www.cisco.com/tac

Copyright (c) 2009, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

The copyrights to certain works contained herein are owned by
other third parties and are used and distributed under license.
Some parts of this software may be covered under the GNU Public
License or the GNU Lesser General Public License. A copy of
each such license is available at
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html and
http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html

   Cisco UCS Manager CLI コマンドリファレンスリリース 1.3(1)
430 OL-22880-03-J  

コマンド

mkdir



switch-A(local-mgmt)# mkdir volatile:/temp
switch-A(local-mgmt)#

___________________
関連コマンド 説明コマンド

connect local-mgmt
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move
ディレクトリのファイルを別のディレクトリに移動するには、ローカル管理コマンドモードで

move コマンドを使用します。

move [ from-filesystem: ][ from-path ]filename [ to-filesystem: ]to-path[ dest-filename ]

___________________
シンタックスの説明

移動するファイルを格納するファイルシステム。有効な値

については、使用上のガイドラインを参照してください。

from-filesystem:

移動するファイルの絶対パスまたは相対パス。from-path

移動するソースファイルの名前。filename

移動されたファイルを格納するファイルシステム。有効な

値については、使用上のガイドラインを参照してください。

to-filesystem:

移動されたファイルの絶対パスまたは相対パス。to-path

（任意）移動されたファイルの新しい名前。dest-filename

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ローカル管理（local-mgmt）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドをローカル管理コマンドモードで使用して、ファイルを新しい場所にコピーし、そ

の元の場所のファイルを削除します。

dest-filenameを指定した場合、移動先の場所にある移動されたファイルの名前が変更されます。

ファイルシステムを指定しない場合、現在の作業ファイルシステムが前提とされます。パスを

指定しない場合、現在の作業ディレクトリが前提とされます。

ファイルシステムの場所を指定するには、次の表から、適切な構文を使用します。

ftp:[//[username@]server]
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scp:[//[username@]server]

sftp:[//[username@]server]

tftp:[//server[:port]]

volatile:[/path]

workspace:

移動元または移動先のいずれかのファイルシステムはローカルである必要があります。リモート

ファイルシステム間でファイルを移動できません。

サーバ名を指定せずに、リモートプロトコルを指定した場合、サーバ名の入力が求められます。

このコマンドは、ローカル管理ポートのコマンドラインで使用できます。 connect local-mgmtコ
マンドを使用して、そのコマンドラインに接続します。

このコマンドはワークスペース（フラッシュ）または揮発性（RAM）ファイルシステムのいずれ
かで実行できます。ファイルシステムを指定するには、パスに workspace:または volatile:キー
ワードを含めます。ファイルシステムを指定しない場合、現在の作業ファイルシステムが表示

されます。

このコマンドのエイリアスとして mvコマンドを使用できます。

___________________
例 次の例は、現在の作業ディレクトリから、揮発性ファイルシステム内のディレクトリにファイル

を移動する方法を示します。

switch-A # connect local-mgmt a
Cisco UCS 6100 Series Fabric Interconnect

TAC support: http://www.cisco.com/tac

Copyright (c) 2009, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

The copyrights to certain works contained herein are owned by
other third parties and are used and distributed under license.
Some parts of this software may be covered under the GNU Public
License or the GNU Lesser General Public License. A copy of
each such license is available at
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html and
http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html

switch-A(local-mgmt)# copy abcdef.bin volatile:/temp
switch-A(local-mgmt)#

___________________
関連コマンド 説明コマンド

connect local-mgmt
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ping
基本的なネットワーク接続を診断するには、ローカル管理コマンドモードで ping コマンドを使
用します。

ping {host-ip-address| host-name} [ count count ] [ packet-size packet-size ] [ interval interval ] [ timeout
timeout ]

___________________
シンタックスの説明

ターゲットホストの IPアドレス。host-ip-address

ターゲットホストの名前。名前は最大 512文
字で指定できます。

host-name

送信される pingパケットの数を指定します。
範囲は 1～ 2147483647パケットです。

count count

pingパケットに追加するデータバイト数を指定
します。範囲は 1～ 65468バイトです。デフォ

packet-size packet-size

ルトは 56バイトで、8バイトが ICMPヘッダー
に追加されると、64バイトパケットになりま
す。

pingパケットの送信間隔の時間を秒単位で指定
します。範囲は 1～ 60秒です。デフォルトは
1秒です。

interval interval

応答パケットを受信しない場合に、パケットを

送信し続ける最大時間を指定します。範囲は 1
～ 60秒です。

timeout timeout

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ローカル管理（local-mgmt）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、ICMPエコー要求パケットをホストに送信します。
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pingコマンドは、ローカル管理ポートのコマンドライン上にあります。 connect local-mgmtコマ
ンドを使用して、そのコマンドラインに接続します。

___________________
例 次の例は、10秒間隔でサイズ 100バイトの 4つの pingパケットを送信する方法を示します。

switch-A# connect local-mgmt
Cisco UCS 6100 Series Fabric Interconnect

TAC support: http://www.cisco.com/tac

Copyright (c) 2009, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

The copyrights to certain works contained herein are owned by
other third parties and are used and distributed under license.
Some parts of this software may be covered under the GNU Public
License or the GNU Lesser General Public License. A copy of
each such license is available at
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html and
http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html

switch-A(local-mgmt)# ping 192.0.20.12 count 4 packet-size 100 interval 10
PING 192.0.20.12 (192.0.20.12) 100(128) bytes of data.
108 bytes from 192.0.20.12: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.61 ms
108 bytes from 192.0.20.12: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.50 ms
108 bytes from 192.0.20.12: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.58 ms
108 bytes from 192.0.20.12: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.44 ms

--- 192.0.20.12 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 30000ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.44/0.53/0.61/0.08 ms
switch-A(local-mgmt)#

___________________
関連コマンド 説明コマンド

connect local-mgmt
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power
電源を投入または切断するには、 power コマンドを使用します。

power { up | down }

___________________
シンタックスの説明

電源の投入を指定します。up

電源の切断を指定します。down

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード サービスプロファイル（/org/service-profile）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例は、電源の投入方法を示します。

switch-A# scope org org10a
switch-A /org # scope service-profile servProf10a
switch-A /org/service-profile # power down
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pwd
現在の作業ディレクトリを表示するには、ローカル管理コマンドモードで pwd コマンドを使用
します。

pwd

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ローカル管理（local-mgmt）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、ローカル管理コマンドモードで現在の作業ディレクトリを表示しま

す。

このコマンドは、ローカル管理ポートのコマンドラインで使用できます。 connect local-mgmtコ
マンドを使用して、そのコマンドラインに接続します。

___________________
例 次の例は、現在の作業ディレクトリの表示方法を示します。

switch-A # connect local-mgmt a
Cisco UCS 6100 Series Fabric Interconnect

TAC support: http://www.cisco.com/tac

Copyright (c) 2009, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

The copyrights to certain works contained herein are owned by
other third parties and are used and distributed under license.
Some parts of this software may be covered under the GNU Public
License or the GNU Lesser General Public License. A copy of
each such license is available at
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html and
http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html

switch-A(local-mgmt)# cd temp
switch-A(local-mgmt)# pwd
workspace:temp
switch-A(local-mgmt)#
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

connect local-mgmt
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reboot
リブートするには、 reboot コマンドを使用します。

reboot

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード サービスプロファイル（/org/service-profile）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例は、リブート方法を示します。

switch-A# scope org org10
switch-A /org # scope service-profile sp10
switch-A /org/service-profile # reboot
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recommission chassis
シャーシを再稼動するには、 recommission chassis コマンドを使用します。

recommission chassis vendor model serial-num

___________________
シンタックスの説明

ベンダー。vendor

モデル。model

シリアル番号。serial-num

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 任意のコマンドモード

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例は、シャーシを再稼動する方法を示します。

switch-A# recommission chassis "Cisco Systems Inc" "Cisco UCS 5108" FOX1252GNNN
switch-A* # commit-buffer
switch-A #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show chassis

show slot
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recover-bios
破損した BIOSを復旧するには、recover-biosコマンドを使用します。

recover-bios version [ignorecompcheck]

___________________
シンタックスの説明 BIOSバージョンを指定します。スペースなしで 512文字まで入力しま

す。

version

互換性チェックを実行しないことを指定します。ignorecompcheck

テクニカルサポートの担当者から明確に指示された場合にだ

け、このオプションを使用することを推奨します。

（注）

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード サーバ（/chassis/server）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、破損した BIOSイメージを復旧します。この手順は、通常のサーバメ

ンテナンスには含まれません。BIOSの復旧後、サーバは、そのサーバで実行されているバージョ
ンのファームウェアを使ってブートされます。

サーバ上で破損している BIOSの復旧を試行する前に、そのサーバに接続またはマップされて
いる USBストレージをすべて取り外します。外部 USBドライブが vMediaからサーバに取り
付けられた、またはマップされている場合、BIOSの回復に失敗します。

（注）

___________________
例 次の例は、破損した BIOSイメージの復旧方法を示します。

switch-A# scope server 1/2
switch-A /chassis/server # recover-bios S5500.86B.01.00.0036-191.061320091126
switch-A /chassis/server* # commit-buffer
switch-A /chassis/server #
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

show bios
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remove alertgroups
Call Homeプロファイルから特定のアラートグループを削除するには、 remove alertgroups コマ
ンドを使用します。

remove alertgroups [ ciscotac ] [ diagnostic ] [ environmental ] [ inventory ] [ license ] [ lifecycle ] [
linecard ] [ supervisor ] [ syslogport ] [ system ] [ test ]+

___________________
シンタックスの説明 Cisco Technical Assistance Center（TAC）アラートグループを指定

します。

ciscotac

診断アラートグループを指定します。diagnostic

環境アラートグループを指定します。environmental

コンポーネントアラートグループを指定します。inventory

ライセンスアラートグループを指定します。license

ライフサイクルアラートグループを指定します。lifecycle

ラインカードアラートグループを指定します。linecard

スーパーバイザアラートグループを指定します。supervisor

syslogポートアラートグループを指定します。syslogport

システムアラートグループを指定します。system

テストアラートグループを指定します。test

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード Call Homeプロファイル（/monitoring/callhome/profile）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)
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___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、Call Homeプロファイル内の既存のアラートグループリストから、特

定の事前定義された Call Homeアラートグループを削除します。

___________________
例 次の例は、既存の Call Homeプロファイルから診断アラートグループとライセンスアラートグ

ループを削除する方法を示します。

switch-A# scope monitoring
switch-A /monitoring # scope callhome

switch-A /monitoring/callhome # scope profile profileOne
switch-A /monitoring/callhome/profile # remove alertgroups diagnostic license
switch-A /monitoring/callhome/profile* # commit-buffer
switch-A /monitoring/callhome/profile #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

add alertgroups

set alertgroups
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remove backup action
システムイベントログのバックアップをトリガする処理を取り消すには、remove backup action
コマンドを使用します。

remove backup action [log-full] [none] [on-change-of-association] [on-clear] [timer]

___________________
シンタックスの説明

ログがいっぱいになったら、ログをバックアップするように指定し

ます。

log-full

処理を指定しません。none

サーバがアソシエーションを変更したら、ログをバックアップする

ように指定します。

on-change-of-association

ログがクリアされる時に、バックアップするように指定します。on-clear

ログを一定間隔でバックアップするように指定します。timer

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード エンドポイントログポリシー（/org/ep-log-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、システムイベントログのバックアップをトリガする処理を取り消しま

す。その他の以前に設定された処理は保持されます。

___________________
例 次の例は、システムイベントログがいっぱいになった時に、ログのバックアップをトリガする処

理を取り消す方法を示します。

switch-A# scope org
switch-A /org # scope ep-log-policy sel
switch-A /org/ep-log-policy # remove backup action log-full
switch-A /org/ep-log-policy* # commit-buffer
switch-A /org/ep-log-policy #
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

add backup action

set backup action

show backup
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remove privilege
権限を取り消すには、 remove privilege コマンドを使用します。

remove privilege { aaa | admin | ext-lan-config | ext-lan-policy | ext-lan-qos | ext-lan-security |
ext-san-config | ext-san-policy | ext-san-qos | ext-san-security | fault | service-profile-config |
service-profile-config-policy | service-profile-network | service-profile-network-policy | service-profile-qos
| service-profile-qos-policy | service-profile-security | service-profile-security-policy | service-profile-server
| service-profile-server-policy | service-profile-storage | service-profile-storage-policy | operations |
server-equipment | server-maintenance | server-policy | server-security | pod-config | pod-policy | pod-qos
| pod-security | read-only } +

___________________
シンタックスの説明 AAA権限を指定します。aaa

admin権限を指定します。admin

外部 LANの設定権限を指定します。ext-lan-config

外部 LANのポリシー権限を指定します。ext-lan-policy

外部 LANの QoS権限を指定します。ext-lan-qos

外部 LANのセキュリティ権限を指定します。ext-lan-security

外部 SANの設定権限を指定します。ext-san-config

外部 SANのポリシー権限を指定します。ext-san-policy

外部 SANの QoS権限を指定します。ext-san-qos

外部 SANのセキュリティ権限を指定します。ext-san-security

障害権限を指定します。fault

サービスプロファイルの設定権限を指定します。service-profile-config

サービスプロファイルの設定ポリシー権限を指定します。service-profile-config-policy

サービスプロファイルのネットワーク権限を指定します。service-profile-network

サービスプロファイルのネットワークポリシー権限を指定

します。

service-profile-network-policy

サービスプロファイルの QoS権限を指定します。service-profile-qos

サービスプロファイルの QoSポリシー権限を指定します。service-profile-qos-policy
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サービスプロファイルのセキュリティ権限を指定します。service-profile-security

サービスプロファイルのセキュリティポリシー権限を指定

します。

service-profile-security-policy

サービスプロファイルのサーバ権限を指定します。service-profile-server

サービスプロファイルのサーバポリシー権限を指定しま

す。

service-profile-server-policy

サービスプロファイルのストレージ権限を指定します。service-profile-storage

サービスプロファイルのストレージポリシー権限を指定し

ます。

service-profile-storage-policy

操作権限を指定します。operations

サーバ機器権限を指定します。server-equipment

サーバのメンテナンス権限を指定します。server-maintenance

サーバのポリシー権限を指定します。server-policy

サーバのセキュリティ権限を指定します。server-security

ポッドの設定権限を指定します。pod-config

ポッドのポリシー権限を指定します。pod-policy

ポッドの QoS権限を指定します。pod-qos

ポッドのセキュリティ権限を指定します。pod-security

読み取り専用権限を指定します。read-only

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ロール（/security/role）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)
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___________________
例 次の例は、権限の取り消し方法を示します。

switch-A#scope security
switch-A /security # scope role serverAdmin
switch-A /security/role # remove privilege server-policy
switch-A /security/role* # commit-buffer
switch-A /security/role #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show local-user

show role
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remove server
サーバを削除するには、 remove server コマンドを使用します。

remove server slot

___________________
シンタックスの説明

スロット番号。有効な値の範囲は 1～ 255です。slot

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 任意のコマンドモード

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例は、サーバの削除方法を示します。

switch-A# remove server 1/1
switch-A* # commit-buffer
switch-A #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show iom

show server

   Cisco UCS Manager CLI コマンドリファレンスリリース 1.3(1)
450 OL-22880-03-J  

コマンド

remove server



reset
管理対象オブジェクトをリセットするには reset コマンドを使用します。

mgmt-logging、bmc、iom の各モード

reset

サーバ、サービスプロファイルモード

reset { hard-reset-immediate | hard-reset-wait }

___________________
シンタックスの説明

サーバをすぐにハードリセットするように指定します。hard-reset-immediate

保留中のすべての管理操作の完了後にハードリセットをスケ

ジュールするように指定します。

hard-reset-wait

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード Logcontrol（/monitoring/sysdebug/mgmt-logging）

BMC（/chassis/server/cimc）

サーバ（/chassis/server）

サービスプロファイル（/org/service-profile）

IOモジュール（/chassis/iom）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例は、iomモードで I/Oモジュール Aをリセットする方法を示します。

switch-A# scope chassis 1
switch-A /chassis # scope iom a
switch-A /chassis/iom # reset
switch-A /chassis/iom* # commit-buffer
switch-A /chassis/iom #
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

show cimc

show server
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reset pers-bind
永続的なバインディングをリセットするには、 reset pers-bind コマンドを使用します。

reset pers-bind

構文の説明

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 仮想 HBA（/org/service-profile/vhba）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、ファブリックチャネルターゲットの永続的なバインディングをリセッ

トします。

___________________
例 次の例は、永続的なバインディングのリセット方法を示します。

switch-A# scope org org30a
switch-A /org # scope service-profile sp101
switch-A /org/service-profile # scope vhba vhba17
switch-A /org/service-profile/vhba # reset pers-bind
switch-A /org/service-profile/vhba #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show vhba

show vnic
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reset-cmos
CMOSをリセットするには、 reset-cmos コマンドを使用します。

reset-cmos

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード サーバ（/chassis/server）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例は、CMOSのリセット方法を示します。

switch-A# scope chassis 1
switch-A /chassis # scope server 1
switch-A /chassis/server # reset cmos
switch-A /chassis/server* # commit-buffer
switch-A /chassis/server #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show cpu

show firmware
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rmdir
ディレクトリを削除するには、ローカル管理コマンドモードで rmdir コマンドを使用します。

rmdir path

___________________
シンタックスの説明

削除するディレクトリの名前を含む絶対パスまたは相対パス。path

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ローカル管理（local-mgmt）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、ローカル管理コマンドモードでディレクトリを削除します。

このコマンドは、ローカル管理ポートのコマンドラインで使用できます。 connect local-mgmtコ
マンドを使用して、そのコマンドラインに接続します。

このコマンドはワークスペース（フラッシュ）または揮発性（RAM）ファイルシステムのいずれ
かで実行できます。ファイルシステムを指定するには、パスに workspace:または volatile:キー
ワードを含めます。ファイルシステムを指定しない場合、現在の作業ファイルシステムが表示

されます。

___________________
例 次の例は、揮発性ファイルシステムから tempという名前のディレクトリを削除する方法を示し

ます。

switch-A # connect local-mgmt a
Cisco UCS 6100 Series Fabric Interconnect

TAC support: http://www.cisco.com/tac

Copyright (c) 2009, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

The copyrights to certain works contained herein are owned by
other third parties and are used and distributed under license.
Some parts of this software may be covered under the GNU Public
License or the GNU Lesser General Public License. A copy of
each such license is available at
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html and
http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html

Cisco UCS Manager CLI コマンドリファレンスリリース 1.3(1)    
   OL-22880-03-J 455

コマンド

rmdir



switch-A(local-mgmt)# rmdir volatile:/temp
switch-A(local-mgmt)#

___________________
関連コマンド 説明コマンド

connect local-mgmt
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run-script
スクリプトを実行するには、ローカル管理コマンドモードで run-scriptコマンドを使用します。

run-script script-name

___________________
シンタックスの説明

実行するスクリプトファイルのパスおよびファイル名。script-name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ローカル管理（local-mgmt）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、ローカル管理コマンドモードでシェルスクリプトを実行します。ス

クリプトファイルは workspace:ファイルシステムに存在する必要があります。

このコマンドは、ローカル管理ポートのコマンドラインで使用できます。 connect local-mgmtコ
マンドを使用して、そのコマンドラインに接続します。

___________________
例 次の例は、シェルスクリプトの実行方法を示します。

switch-A# connect local-mgmt a
Cisco UCS 6100 Series Fabric Interconnect

TAC support: http://www.cisco.com/tac

Copyright (c) 2009, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

The copyrights to certain works contained herein are owned by
other third parties and are used and distributed under license.
Some parts of this software may be covered under the GNU Public
License or the GNU Lesser General Public License. A copy of
each such license is available at
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html and
http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html

switch-A(local-mgmt)# run-script workspace:///sup-1/scripts/testScript.sh
switch-A(local-mgmt)#
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

connect local-mgmt
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save
管理ログファイルを保存するには、 save コマンドを使用します。

save

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 管理ロギング（/monitoring/sysdebug/mgmt-logging）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、管理ログファイルを保存します。

___________________
例 次の例は、管理ログファイルの保存方法を示します。

switch-A# scope monitoring
switch-A /monitoring # scope sysdebug
switch-A /monitoring/sysdebug # scope mgmt-logging
switch-A /monitoring/sysdebug/mgmt-logging # save
switch-A /monitoring/sysdebug/mgmt-logging #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show（管理ロギング）
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scope adapter
アダプタモードを開始するには、 scope adapter コマンドを使用します。

scope adapter chassis/slot/adapter

___________________
シンタックスの説明

アダプタの位置。chassis/slot/id

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 任意のコマンドモード

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例は、アダプタモードの開始方法を示します。

scope adapter 1/1/1
switch /chassis/server/adapter #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show chassis

show iom
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scope backup
バックアップモードを開始するには、 scope backup コマンドを使用します。

scope backup name

___________________
シンタックスの説明

ホスト名。name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード システム（/system）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例は、バックアップモードの開始方法を示します。

switch-A# scope system
switch-A /system # scope backup backUpFDrive
switch-A /system #* commit-buffer
switch-A /system #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show backup

show import-config
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scope block
ブロックモードを開始するには、 scope block コマンドを使用します。

scope block from to

___________________
シンタックスの説明 From値。from

To値。to

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード IPプール（/org/ip-pool）

WWNプール（/org/wwn-pool）

UUID接尾辞プール（/org/uuid-suffix-pool）

MACプール（/org/mac-pool）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例は、ブロックモードの開始方法を示します。

switch-A# scope org org10
switch-A /org # scope ip-pool ipp10
switch-A /org/ip-pool # scope block 209.165.200.225
209.165.200.235
switch-A /org/ip-pool #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show ip-pool

show mac-pool
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scope bmc
BMCモードを開始するには、 scope bmc コマンドを使用します。

scope bmc

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード サーバ（/chassis/server）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

このコマンドは推奨されなくなりました。1.3(1)

___________________
使用上のガイドライン

このコマンドは後のリリースで推奨されません。代わりに、scopecimcコマンドを使用してく
ださい。

（注）

___________________
例 次の例は、BMCモードの開始方法を示します。

switch-A# scope chassis 1
switch-A /chassis # scope server 1/1
switch-A /chassis/server # scope bmc
switch-A /chassis/server/bmc #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show bmc
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scope boardcontroller
ボードコントローラモードを開始するには、scope boardcontrollerコマンドを使用します。

scope boardcontroller

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード サーバ（/chassis/server）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.3(1)

___________________
使用上のガイドライン ボードコントローラファームウェアがあるサーバは Cisco UCS B440高性能ブレードサーバなど

一部のサーバに限られます。

___________________
例 次の例は、ボードコントローラモードの開始方法を示します。

switch-A# scope chassis 1
switch-A /chassis # scope server 1/1
switch-A /chassis/server # scope boardcontroller
switch-A /chassis/server/boardcontroller #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show boardcontroller
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scope boot-definition
ブート定義モードを開始するには、 scope boot-definition コマンドを使用します。

scope boot-definition

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード サービスプロファイル（/org/service-profile）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例は、ブート定義モードの開始方法を示します。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # scope service-profile sp3a
switch-A /org/service-profile # scope boot-definition
switch-A /org/service-profile/boot-definition #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show boot-definition

show lan
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scope boot-policy
boot-policyモードを開始するには、 scope boot-policy コマンドを使用します。

scope boot-policy name

___________________
シンタックスの説明

ブートポリシー名。name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 組織（/org）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例は、ブートポリシーモードの開始方法を示します。

switch-A# scope org org10
switch-A /org # scope boot-policy
switch-A /org/boot-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show boot-policy

show qos-policy
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scope capability
機能モードを開始するには、 scope capability コマンドを使用します。

scope capability

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード システム（/system）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例は、機能モードの開始方法を示します。

switch-A# scope system
switch-A /system # scope capability
switch-A /system/capability #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show memory

show version
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scope cap-qual
容量資格認定モードを開始するには、 scope cap-qual コマンドを使用します。

scope cap-qual { fcoe | non-virtualized-eth-if | non-virtualized-fc-if | path-encap-consolidated |
path-encap-virtual | protected-eth-if | protected-fc-if | protected-fcoe | virtualized-eth-if | virtualized-fc-if
| virtualized-scsi-if }

___________________
シンタックスの説明 Fibre Channel over Ethernetを指定します。fcoe

仮想化していないイーサネットインターフェイスを指定しま

す。

non-virtualized-eth-if

仮想化していないファイバチャネルインターフェイスを指定

します。

non-virtualized-fc-if

統合カプセル化パスを指定します。path-encap-consolidated

仮想カプセル化パスを指定します。path-encap-virtual

保護されたイーサネットインターフェイスを指定します。protected-eth-if

保護されたファイバチャネルインターフェイスを指定します。protected-fc-if

保護された Fibre Channel over Ethernetインターフェイスを指定
します。

protected-fcoe

仮想化されたイーサネットインターフェイスを指定します。virtualized-eth-if

仮想化されたファイバチャネルインターフェイスを指定しま

す。

virtualized-fc-if

仮想化された SCSIインターフェイスを指定します。virtualized-scsi-if

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード アダプタ（/org/server-qual/adapter）
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___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例は、容量資格認定モードの開始方法を示します。

switch-A# scope org org10
switch-A /org # scope server-qual sq10
switch-A /org/server-qual # scope adapter

switch-A /org/server-qual/adapter # scope cap-qual fcoe

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show adapter

show cap-qual
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scope cat-updater
機能カタログファイルアップデータモードを開始するには、scope cat-updaterコマンドを使用し
ます。

scope cat-updater filename

___________________
シンタックスの説明

以前のアップデート操作で使用された機能カタログアップデートファイ

ルの名前を入力します。

filename

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 機能（/system/capability）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.3(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、以前のアップデート操作の機能カタログファイルアップデータモー

ドを開始します。 cat-updaterモードでは、リモートサーバの場所、ログイン情報、プロトコルな
どの操作のパラメータを変更できます。

___________________
例 次の例は、以前の失敗した機能カタログアップデートからパラメータを変更し、アップデートを

再起動する方法を示します。

UCS-A# scope system
UCS-A /system # scope capability
UCS-A /system/capability # show cat-updater
Catalog Updater:
File Name Protocol Server Userid Status
--------- -------- --------------- --------------- ------
ucs-catalog.1.0.0.4.bin

Scp 192.0.2.111 user1 Failed

UCS-A /system/capability # scope cat-updater ucs-catalog.1.0.0.4.bin
UCS-A /system/capability/cat-updater # set server 192.0.2.112
UCS-A /system/capability/cat-updater # restart
UCS-A /system/capability/cat-updater #
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

show cat-updater
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scope cert-store
cert-storeモードを開始するには、scope cert-storeコマンドを使用します。

scope cert-store

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 証明書ストア（/system/vm-mgmt/vmware/cert-store）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン cert-storeモードを使用して、証明書を作成、開始、削除、表示します。

___________________
例 次の例は、cert-storeモードの開始方法を示します。

switch-A # scope system
switch-A /system # scope vm-mgmt
switch-A /system/vm-mgmt # scope vmware
switch-A /system/vm-mgmt/vmware # scope cert-store
switch-A /system/vm-mgmt/vmware/cert-store #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show

show vcon-policy
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scope chassis
シャーシモードを開始するには、 scope chassis コマンドを使用します。

scope chassis chassis-id

___________________
シンタックスの説明

シャーシ ID番号。id

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 任意のコマンドモード

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例は、シャーシモードの開始方法を示します。

switch-A# scope chassis 1
switch-A /chassis #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show chassis

show slot
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scope chassis-disc-policy
シャーシ検出ポリシーモードを開始するには、 scope chassis-disc-policy コマンドを使用します。

scope chassis-disc-policy

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 組織（/org）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例は、シャーシ検出ポリシーモードの開始方法を示します。

switch-A# scope org org30
switch-A /org # scope chassis-disc-policy
switch-A /org/chassis-disc-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show chassis-disc-policy

show org
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scope cimc
CIMCモードを開始するには、scope cimcコマンドを使用します。

scope cimc

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード サーバ（/chassis/server）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.3(1)

___________________
例 次の例は、CIMCモードの開始方法を示します。

switch-A# scope server 1/1
switch-A /chassis/server # scope cimc
switch-A /chassis/server/cimc #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show cimc

show raid-controller
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scope class cpu-env-stats
CPU環境統計情報クラスを開始するには、 scope class cpu-stats コマンドを使用します。

scope class cpu-env-stats

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード /org/stats-threshold-policy

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例は、CPU環境統計情報クラスを開始する方法を示します。

switch-A# scope org org100
switch-A /org # scope stats-threshold-policy stp100
switch-A /org/stats-threshold-policy # scope class cpu-env-stats
switch-A /org/stats-threshold-policy/class #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show class

show stats-threshold-policy
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scope class ethernet-port-err-stats
イーサネットポートエラー統計情報クラスを開始するには、 scope class ethernet-port-err-stats
コマンドを使用します。

scope class ethernet-port-err-stats

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 統計情報しきい値ポリシー（/org/stats-threshold-policy）

イーサネットアップリンク下の統計情報しきい値ポリシー（/eth-uplink/stats-threshold-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、イーサネットポートエラー統計情報クラスを開始します。

___________________
例 次の例は、イーサネットポートエラー統計情報クラスの開始方法を示しています。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # scope stats-threshold-policy p10
switch-A /org/stats-threshold-policy # enter class ethernet-port-err-stats
switch-A /org/stats-threshold-policy/class #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show class

show stats-threshold-policy

Cisco UCS Manager CLI コマンドリファレンスリリース 1.3(1)    
   OL-22880-03-J 477

コマンド

scope class ethernet-port-err-stats



scope class ethernet-port-multicast-stats
イーサネットポートマルチキャスト統計情報クラスを開始するには、scope class
ethernet-port-multicast-statsコマンドを使用します。

scope class ethernet-port-multicast-stats

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 統計情報しきい値ポリシー（/org/stats-threshold-policy）

イーサネットアップリンク下の統計情報しきい値ポリシー（/eth-uplink/stats-threshold-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、イーサネットポートマルチキャスト統計情報クラスを開始します。

___________________
例 次の例は、イーサネットポートマルチキャスト統計情報クラスの開始方法を示します。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # scope stats-threshold-policy p10
switch-A /org/stats-threshold-policy # scope class ethernet-port-multicast-stats
switch-A /org/stats-threshold-policy/class #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

create class ethernet-port-multicast-stats

show class

show stats-threshold-policy
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scope class ethernet-port-over-under-sized-stats
イーサネットポートの over-under-sized統計情報クラスを開始するには、scope class
ethernet-port-over-under-sized-statsコマンドを使用します。

scope class ethernet-port-over-under-sized-stats

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 統計情報しきい値ポリシー（/org/stats-threshold-policy）

イーサネットアップリンク下の統計情報しきい値ポリシー（/eth-uplink/stats-threshold-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、イーサネットポートのover-under-sized統計情報クラスを開始します。

___________________
例 次の例は、イーサネットポートの over-under-sized統計情報クラスの開始方法を示しています。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # scope stats-threshold-policy p10
switch-A /org/stats-threshold-policy # enter class ethernet-port-over-under-sized-stats
switch-A /org/stats-threshold-policy/class #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show class

show stats-threshold-policy
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scope class ethernet-port-stats
イーサネットポート統計情報クラスを開始するには、scope class ethernet-port-statsコマンドを使
用します。

scope class ethernet-port-stats

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 統計情報しきい値ポリシー（/org/stats-threshold-policy）

イーサネットアップリンク下の統計情報しきい値ポリシー（/eth-uplink/stats-threshold-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、イーサネットポート統計情報クラスを開始します。

___________________
例 次の例は、イーサネットポート統計情報クラスの開始方法を示しています。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # scope stats-threshold-policy p10
switch-A /org/stats-threshold-policy # enter class ethernet-port-stats
switch-A /org/stats-threshold-policy/class #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show class

show stats-threshold-policy
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scope class ethernet-port-stats-by-size-large-packets
イーサネットポートの大きいパケット統計情報クラスを開始するには、 scope class
ethernet-port-stats-by-size-large-packets コマンドを使用します。

scope class ethernet-port-stats-by-size-large-packets

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 統計情報しきい値ポリシー（/org/stats-threshold-policy）

イーサネットアップリンク下の統計情報しきい値ポリシー（/eth-uplink/stats-threshold-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、イーサネットポートの大きいパケット統計情報クラスを開始します。

___________________
例 次の例は、イーサネットポートの大きいパケット統計情報クラスの開始方法を示しています。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # scope stats-threshold-policy p10
switch-A /org/stats-threshold-policy # enter class ethernet-port-stats-by-size-large-packets
switch-A /org/stats-threshold-policy/class #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show class

show stats-threshold-policy
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scope class ethernet-port-stats-by-size-small-packets
イーサネットポートの小さいパケット統計情報クラスを開始するには、 scope class
ethernet-port-stats-by-size-small-packets コマンドを使用します。

scope class ethernet-port-stats-by-size-small-packets

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 統計情報しきい値ポリシー（/org/stats-threshold-policy）

イーサネットアップリンク下の統計情報しきい値ポリシー（/eth-uplink/stats-threshold-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、イーサネットポートの小さいパケット統計情報クラスを開始します。

___________________
例 次の例は、イーサネットポートの小さいパケット統計情報クラスの開始方法を示しています。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # scope stats-threshold-policy p10
switch-A /org/stats-threshold-policy # enter class ethernet-port-stats-by-size-small-packets
switch-A /org/stats-threshold-policy/class #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show class

show stats-threshold-policy
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scope client
特定のクライアントモードを開始するには、port-profileモードで scope clientコマンドを使用しま
す。

scope client client-name

___________________
シンタックスの説明

クライアントの名前。client-name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ポートプロファイル（/system/vm-mgmt/vmware/profile-set/port-profile）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン クライアントモードを使用して、次の管理対象オブジェクトを作成します。

•データセンター

•分散仮想スイッチ

•フォルダ

___________________
例 次の例は、クライアントモードの開始方法を示します。

switch-A # scope system
switch-A /system # scope vm-mgmt
switch-A /system/vm-mgmt # scope vmware
switch-A /system/vm-mgmt/vmware # scope profile-set
switch-A /system/vm-mgmt/vmware/profile-set # scope port-profile pp100
switch-A /system/vm-mgmt/vmware/profile-set/port-profile # scope client c100
switch-A /system/vm-mgmt/vmware/profile-set/port-profile/client #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show client
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説明コマンド

show port-profile
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scope data-center
data-centerモードを開始するには、vcenterモードで scope data-centerコマンドを使用します。

scope data-center datacenter-name

___________________
シンタックスの説明

データセンターの名前。datacenter-name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード データセンター（/system/vm-mgmt/vmware/vcenter/data-center）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン data-centerモードを使用して、次のタスクを実行します。

•フォルダの作成および削除

•フォルダ情報の表示

___________________
例 次の例は、data-centerモードの開始方法を示します。

switch-A# scope system
switch-A /system # scope vm-mgmt
switch-A /system/vm-mgmt # scope vmware
switch-A /system/vm-mgmt/vmware # scope vcenter vc1
switch-A /system/vm-mgmt/vmware/vcenter # scope data-center dc1
switch-A /system/vm-mgmt/vmware/vcenter/data-center #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show data-center

show vcenter
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scope default-behavior
default-behaviorモードを開始するには、 scope default-behavior コマンドを使用します。

scope default-behavior {vhba | vnic}

___________________
シンタックスの説明 vHBAデフォルト動作モードを指定します。vhba

vNICデフォルト動作モードを指定します。vnic

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード サービスプロファイル（/org/service-profile）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
例 次の例は、vNICデフォルト動作モードの開始方法を示します。

switch-A# scope org org100
switch-A /org # scope service-profile sp100
switch-A /org/service-profile # scope default-behavior vnic
switch-A /org/service-profile/default-behavior #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show default-behavior

show vnic
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scope distributed-virtual-switch
distributed-virtual-switchモードを開始するには、フォルダモードで enter distributed-virtual-switch
コマンドを使用します。

scope distributed-virtual-switch dvs-name

___________________
シンタックスの説明

スイッチの名前。dvs-name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード VMware（/system/vm-mgmt/vmware/vcenter/data-center/folder）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン distributed-virtual-switchモードを使用して、次のタスクを実行します。

• DVS管理状態のイネーブル化およびディセーブル化

• port-profileモードへの移動

•ポートプロファイル情報の表示

___________________
例 次の例は、distributed-virtual-switchモードを開始する方法を示します。

switch-A# scope system
switch-A /system # scope vm-mgmt
switch-A /system/vm-mgmt # scope vmware
switch-A /system/vm-mgmt/vmware # scope vcenter vc10
switch-A /system/vm-mgmt/vmware/vcenter # scope data-center dc10
switch-A /system/vm-mgmt/vmware/vcenter/data-center # scope folder f10
switch-A /system/vm-mgmt/vmware/vcenter/data-center/folder # scope distributed-virtual-switch
dvs10
switch-A /system/vm-mgmt/vmware/vcenter/data-center/folder/distributed-virtual-switch #
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

show distributed-virtual-switch

show port-profile
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scope dynamic-vnic-conn
dynamic-vnic-connモードを開始するには、 scope dynamic-vnic-conn コマンドを使用します。

scope dynamic-vnic-conn

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード サービスプロファイル（/org/service-profile）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン dynamic-vnic-connモードを使用して、次のタスクを実行します。

•アダプタポリシーの設定

•ダイナミック vNIC接続の表示

___________________
例 次の例は、dynamic-vnic-connモードの開始方法を示します。

switch-A# scope org org10
switch-A /org # scope service-profile sp10
switch-A /org/service-profile # scope dynamic-vnic-conn

switch-A /org/service-profile #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show dynamic-vnic-con

show dynamic-vnic-con-policy

Cisco UCS Manager CLI コマンドリファレンスリリース 1.3(1)    
   OL-22880-03-J 489

コマンド

scope dynamic-vnic-conn



scope egress-policy
egress-policyモードを開始するには、qos-policyモードで scope egress-policyコマンドを使用しま
す。

scope egress-policy

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 出力側ポリシー（/org/qos-policy/egress-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン 出力側ポリシーを作成してから、egress-policyモードへ移動する必要があります。

egress-policyモードを使用して、次のタスクを実行します。

• QoSプライオリティおよびレートの設定

•出力側 QoSポリシー情報の表示

___________________
例 次の例は、egress-policyモードの開始方法を示します。

switch-A# scope org
switch-A /system # scope qos-policy qp10
switch-A /system/vm-mgmt # scope egress-policy
switch-A /system/vm-mgmt/server/container #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show egress-policy

show qos-policy
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scope eth-best-effort
eth-best-effortモードを開始するには、qosモードで scope eth-best-effortコマンドを使用します。

scope eth-best-effort

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード イーサネットベストエフォート（/eth-server/qos/eth-best-effort）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン eth-best-effortモードを使用して、次のタスクを実行します。

• MTU、マルチキャスト最適化、重量の設定

•イーサネットベストエフォートの詳細の表示

___________________
例 次の例は、eth-best-effortモードの開始方法を示します。

switch-A # scope eth-server
switch-A /eth-server # scope qos
switch-A /eth-server/qos # scope eth-best-effort
switch-A /eth-server/qos/eth-best-effort #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show eth-best-effort

show
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scope eth-classified
eth-classifiedモードを開始するには、 scope eth-classified コマンドを使用します。

scope eth-classified { best-effort | bronze | gold | platinum | silver }

___________________
シンタックスの説明

ベストエフォートモードを指定します。best-effort

ブロンズ機密モードを指定します。bronze

ゴールド機密モードを指定します。gold

プラチナ機密モードを指定します。platinum

シルバー機密モードを指定します。silver

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード QoS（/eth-server/qos）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例は、イーサネット機密モードの開始方法を示します。

switch-A# eth-server
switch-A /eth-server # scope qos
switch-A /eth-server/qos # scope eth-classified
switch-A /eth-server/qos/eth-classified #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show eth-best-effort

show eth-classified
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scope eth-policy
eth-policyモードを開始するには、 scope eth-policy コマンドを使用します。

scope eth-policy policy-name

___________________
シンタックスの説明

イーサネットポリシーの名前。policy-name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 組織（/org）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例は、イーサネットポリシー ep100を使用して、eth-policyモードを開始する方法を示しま

す。

switch-A# scope org org100
switch-A /org # scope eth-policy ep100
switch-A /org/eth-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show eth-policy

show trans-queue
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scope eth-server
eth-serverモードを開始するには、 scope eth-server コマンドを使用します。

scope eth-server

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 任意のコマンドモード

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン 管理対象オブジェクトでこのモードを開始する必要はありません。

___________________
例 次の例は、イーサネットサーバモードの開始方法を示します。

switch-A#scope eth-server
switch-A /eth-server #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show interface

show server
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scope eth-uplink
eth-uplinkモードを開始するには、 scope eth-uplink コマンドを使用します。

scope eth-uplink

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 任意のコマンドモード

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン 管理対象オブジェクトでこのモードを開始する必要はありません。

___________________
例 次の例は、イーサネットアップリンクモードの開始方法を示します。

switch-A#scope eth-uplink
switch-A /eth-uplink #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show eth-uplink

show port-profile
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scope extension-key
extension-keyモードを開始するには、vm-mgmtモードで scope extension-keyコマンドを使用しま
す。

scope extension-key

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 拡張キー（/system/vm-mgmt/extension-key）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン

拡張キーモードを使用して、次の操作を実行します。

•マスター拡張キーの設定

•イベントと有限状態マシンの表示

___________________
例 次の例は、extension-keyモードの開始方法を示します。

switch-A# scope system
switch-A /system # scope vm-mgmt
switch-A /system/vm-mgmt # scope extension-key
switch-A /system/vm-mgmt/extension-key #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show extension-key

show fsm
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scope fabric
ファブリックモードを開始するには、 scope fabric コマンドを使用します。

scope fabric { a | b }

___________________
シンタックスの説明

スイッチ Aを指定します。a

スイッチ Bを指定します。b

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード イーサネットサーバ（eth-server）

イーサネットアップリンク（eth-uplink）

ファイバチャネルアップリンク（fc-uplink）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用してファブリックモードを開始します。

___________________
例 次の例は、ファブリック Bのイーサネットサーバファブリックモードの開始方法を示します。

switch-A# scope eth-server
switch-A /eth-server# scope fabric b
switch-A /eth-server/fabric #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show fabric

show interface
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scope fabric-interconnect
ファブリックインターコネクトモードを開始するには、 scope fabric-interconnect コマンドを使
用します。

scope fabric-interconnect { a | b }

___________________
シンタックスの説明

スイッチ Aを指定します。a

スイッチ Bを指定します。b

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 任意のコマンドモード

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、ファブリックインターコネクトモードを開始します。

___________________
例 次の例は、ファブリック Bのファブリックインターコネクトモードの開始方法を示します。

switch-A# scope fabric-interconnect b
switch-A /fabric-interconnect #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show fabric
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scope fc-policy
fc-policyモードを開始するには、 scope fc-policy コマンドを使用します。

scope fc-policy policy-name

___________________
シンタックスの説明

ファイバチャネルポリシーの名前。policy-name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 組織（/org）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン fc-policyモードを使用して、次のタスクを実行します。

•ファイバチャネルポリシーの作成と削除

•ファイバチャネルポリシーの表示

___________________
例 次の例は、fc-policyモードの開始方法を示します。

switch-A# scope org org100
switch-A /org # scope fc-policy fp100
switch-A /org # scope fc-policy fcp100
switch-A /org/fc-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show fc-policy

show trans-queue
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scope fc-uplink
fc-uplinkモードを開始するには、 scope fc-uplink コマンドを使用します。

scope fc-uplink

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 任意のコマンドモード

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン 管理対象オブジェクトでこのモードを開始する必要はありません。

___________________
例 次の例は、ファイバチャネルアップリンクモードの開始方法を示します。

switch-A# scope fc-uplink
switch-A /fc-uplink #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show interface

show vlan
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scope firmware
ファームウェアモードを開始するには、 scope firmware コマンドを使用します。

scope firmware

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 任意のコマンドモード

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン 管理対象オブジェクトでこのモードを開始する必要はありません。

___________________
例 次の例は、ファームウェアモードの開始方法を示します。

switch-A# scope firmware
switch-A /firmware #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show firmware

show version
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scope flow-control
フロー制御モードを開始するには、 scope flow-control コマンドを使用します。

scope flow-control

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード イーサネットアップリンク（/eth-uplink）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン 管理対象オブジェクトでこのモードを開始する必要はありません。

___________________
例 次の例は、フロー制御モードの開始方法を示します。

switch-A# scope eth-uplink
switch-A /eth-uplink # scope flow-control
switch-A /eth-uplink/flow-control #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show policy

show port-profile
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scope folder
フォルダモードを開始するには、vcenterモードで scope folderコマンドを使用します。

scope folder folder-name

___________________
シンタックスの説明

フォルダの名前。folder-name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード データセンター（/system/vm-mgmt/vmware/vcenter/folder）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン フォルダモードを使用して、次のタスクを実行します。

•データセンターの作成および削除

•データセンター情報の表示

___________________
例 次の例は、データセンターモードの開始方法を示します。

switch-A# scope system
switch-A /system # scope vm-mgmt
switch-A /system/vm-mgmt # scope vmware
switch-A /system/vm-mgmt/vmware # scope vcenter vc1
switch-A /system/vm-mgmt/vmware/vcenter # scope folder f1
switch-A /system/vm-mgmt/vmware/vcenter/folder #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show folder

show vcenter
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scope import-config
インポートコンフィギュレーションモードを開始するには、 scope import-config コマンドを使
用します。

scope import-config name

___________________
シンタックスの説明

インポート設定名。name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード システム（/system）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例は、インポートコンフィギュレーションモードを開始する方法を示します。

switch-A# scope system
switch-A /system # scope import-config ic10
switch-A /system/import-config #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show import-config

show managed-entity

   Cisco UCS Manager CLI コマンドリファレンスリリース 1.3(1)
504 OL-22880-03-J  

コマンド

scope import-config



scope iom
iomモードを開始するには、 scope iom コマンドを使用します。

シャーシモード

scope iom { id | a| b}id

機能モード

scope iom vendor model hw-rev

___________________
シンタックスの説明

モジュール ID番号id

スイッチ Aを指定します。a

スイッチ Bを指定します。b

ベンダー名vendor

モデル番号model

ハードウェアリビジョンhw-rev

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード シャーシ（/chassis）

機能（/system/capability）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例は、iomモードを開始する方法を示します。

switch-A# scope chassis
switch-A /chassis # scope iom 1
switch-A /chassis/iom #
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

show iom

show slot
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scope ipmi-access-profile
IPMIアクセスプロファイルモードを開始するには、 scope ipmi-access-profile コマンドを使用し
ます。

scope ipmi-access-profile name

___________________
シンタックスの説明

アクセスプロファイル名name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 組織（/org）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例は、IPMIアクセスプロファイルモードを開始する方法を示します。

switch-A# scope org org10
switch-A /org # scope ipmi-access-profile ipmiAP10

switch-A /org/ipmi-access-profile #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show epuser

show ipmi-access-profile
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scope ldap
LDAPモードを開始するには、 scope ldap コマンドを使用します。

scope ldap

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード LDAP（/security/ldap）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン 管理対象オブジェクトでこのモードを開始する必要はありません。

___________________
例 次の例は、LDAPモードを開始する方法を示します。

switch-A#scope security
switch-A /security # scope ldap
switch-A /security/ldap #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show ldap

show tacacs
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scope locale
ロケールモードを開始するには、 scope locale コマンドを使用します。

scope locale name

___________________
シンタックスの説明

ロケール名。name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード セキュリティ（/security）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例は、ロケールモードを開始する方法を示します。

switch-A#scope security
switch-A /security # scope locale
switch-A /security/locale #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show locale

show remote-user
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scope monitoring
モニタリングモードを開始するには、 scope monitoring コマンドを使用します。

scope monitoring

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 任意のコマンドモード

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン 管理対象オブジェクトでこのモードを開始する必要はありません。

___________________
例 次の例は、モニタリングモードを開始する方法を示します。

switch-A#scope monitoring
switch-A /monitoring #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show callhome

show syslog
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scope nwctrl-policy
ネットワーク制御ポリシーモードを開始するには、scope nwctrl-policyコマンドを使用します。

scope nwctrl-policy

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ネットワーク制御ポリシー（/org/nwctrl-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(2)

___________________
例 次の例は、ネットワーク制御ポリシーモードを開始する方法を示します。

switch-A# scope org org10
switch-A /org/ # scope nwctrl-policy nCP10
switch-A /org/nwctrl-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show nwctrl-policy

show qos-policy
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scope org
orgモードを開始するには、 scope org コマンドを使用します。

scope org [org-name]

___________________
シンタックスの説明

（任意）組織名。name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 任意のコマンドモード

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例は、orgモードを開始する方法を示します。

switch-A# scope org org100
switch-A /org #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show mac-pool

show org
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scope policy
さまざまなタイプの障害やシステムイベントのポリシーモードを開始するには、 scope policy コ
マンドを使用します。

scope policy event

___________________
シンタックスの説明

事前定義された障害またはシステムイベントタイプを選択します。イベント

のオプションについては、使用ガイドラインを参照してください。

event

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード Callhome（/monitoring/callhome）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

このコマンドはイベントタイプを追加するために変更されました。1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、さまざまなタイプの障害やシステムイベントのポリシーモードを開始

します。特定のポリシーモードで、障害やシステムイベントのタイプに対し、Call Homeメッ
セージをイネーブルまたはディセーブルにできます。次のリストに、使用可能なキーワードを示

します。

• association-failed

• chassis-seeprom-error

• configuration-failure

• connectivity-problem

• election-failure

• equipment-inaccessible

• equipment-inoperable

• equipment-problem

• fru-problem

Cisco UCS Manager CLI コマンドリファレンスリリース 1.3(1)    
   OL-22880-03-J 513

コマンド

scope policy



• identity-unestablishable

• link-down

• management-services-failure

• management-services-unresponsive

• power-problem

• thermal-problem

• unspecified

• version-incompatible

• voltage-problem

___________________
例 次の例は、link-downイベントに対して既存のポリシーモードを開始する方法およびそれらのイベ

ントに対して Call Homeメッセージをイネーブルにする方法を示します。
switch-A# scope monitoring
switch-A /monitoring # scope callhome
switch-A /monitoring/callhome # scope policy link-down
switch-A /monitoring/callhome/policy # set admin-state enabled
switch-A /monitoring/callhome/policy* # commit-buffer
switch-A /monitoring/callhome/policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

create policy

enter policy

show policy
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scope port-channel
ポートチャネルモードを開始するには、 scope port-channel コマンドを使用します。

scope port-channel id

___________________
シンタックスの説明

ポート ID番号。id

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ファブリックインターコネクト（/eth-uplink/fabric）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例は、ポートチャネルモードを開始する方法を示します。

switch-A#scope eth-uplink
switch-A /eth-uplink # scope fabric b
switch-A /eth-uplink/fabric # scope port-channel 10
switch-A /eth-uplink/fabric/port-channel #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show switch

show port-channel
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scope port-profile
port-profileモードを開始するには、profile-setモードで scope port-profileコマンドを使用します。

scope port-profile port-profile-name

___________________
シンタックスの説明

ポートプロファイルの名前。port-profile-name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ポートプロファイル（/system/vm-mgmt/vmware/profile-set/port-profile）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン port-profileモードを使用して、次のタスクを実行します。

•クライアントおよびネットワークの作成と削除

•クライアントおよびネットワークの開始

•クライアントおよびネットワークの表示

___________________
例 次の例は、port-profileモードの開始方法を示します。

switch-A # scope system
switch-A /system # scope vm-mgmt
switch-A /system/vm-mgmt # scope vmware
switch-A /system/vm-mgmt/vmware # scope profile-set
switch-A /system/vm-mgmt/vmware/profile-set # scope port-profile pp100
switch-A /system/vm-mgmt/vmware/profile-set/port-profile #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show port-profile

show profile-set
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scope profile-set
profile-setモードを開始するには、vmwareモードで scope profile-setコマンドを使用します。

scope profile-set

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード プロファイルセット（/system/vm-mgmt/vmware/profile-set）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン

profile-setモードを使用して、次のタスクを実行します。

•ポートプロファイルの作成および削除

•イベント、ポートセット有限状態マシンの状態、ポートプロファイルの表示

___________________
例 次の例は、profile-setモードの開始方法を示します。

switch-A# scope system
switch-A /system # scope vm-mgmt
switch-A /system/vm-mgmt # scope vmware
switch-A /system/vm-mgmt/vmware # scope profile-set
switch-A /system/vm-mgmt/vmware/profile-set #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show port-profile

show profile-set
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scope psu-policy
psu-policyモードを開始するには、scope psu-policyコマンドを使用します。

scope psu-policy

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 電源装置ポリシー（/org/psu-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン psu-policyモードを使用して、次のタスクを実行します。

•ポリシーの説明の作成

•電源冗長性の設定

___________________
例 次の例は、psu-policyモードの開始方法を示します。

switch-A # scope org
switch-A /org # scope psu-policy
switch-A /org/psu-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show psu

show psu-policy
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scope qos
QoSモードを開始するには、 scope qos コマンドを使用します。

scope qos

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード イーサネットサーバ（/eth-server）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン 管理対象オブジェクトでこのモードを開始する必要はありません。

___________________
例 次の例は、QoSモードを開始する方法を示します。

switch-A# scope eth-server
switch-A /eth-server # scope qos
switch-A /eth-server/qos #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show eth-best-effort

show eth-classified
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scope qos-policy
qos-policyモードを開始するには、orgモードで scope qos-policyコマンドを使用します。

scope qos-policy policy-name

___________________
シンタックスの説明 QoSポリシーの名前。policy-name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード QoSポリシー（/org/qos-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン qos-policyモードを使用して、次のタスクを実行します。

•出力側 QoSポリシーの作成および削除

•出力側ポリシーの表示

___________________
例 次の例は、qos-policyモードの開始方法を示します。

switch-A# scope org
switch-A /org # scope qos-policy qp10
switch-A /org/qos-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show egress-policy

show qos-policy
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scope radius
RADIUSモードを開始するには、 scope radius コマンドを使用します。

scope radius

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード セキュリティ（/security）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン 管理対象オブジェクトでこのモードを開始する必要はありません。

___________________
例 次の例は、RADIUSモードを開始する方法を示します。

switch-A#scope security
switch-A /security # scope radius
switch-A /security /radius #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show ldap

show radius
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scope role
ロールモードを開始するには、 scope role コマンドを使用します。

scope role name

___________________
シンタックスの説明

ロール名。name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード セキュリティ（/security）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例は、ロールモードを開始する方法を示します。

switch-A#scope security
switch-A /security # scope role admin
switch-A /security #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show local-user

show role
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scope security
セキュリティモードを開始するには、 scope security コマンドを使用します。

scope security

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 任意のコマンドモード

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン 管理対象オブジェクトでこのモードを開始する必要はありません。

___________________
例 次の例は、セキュリティモードを開始する方法を示します。

switch-A# scope security
switch-A /security #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show ldap

show tacacs
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scope server
サーバモードを開始するには、 scope server コマンドを使用します。

scope server {name| dynamic-uuid}

___________________
シンタックスの説明

サーバ名。name

一意のサーバ IDを指定します。dynamic-uuid

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 任意のコマンドモード

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例は、サーバモードを開始する方法を示します。

switch-A# scope server 1/1
switch-A /chassis/server #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show server adapter

show server identity
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scope server-qual
server-qualモードを開始するには、 scope server-qual コマンドを使用します。

scope server-qual name

___________________
シンタックスの説明

サーバ修飾子名。name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 組織（/org）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例は、server-qualモードを開始する方法を示します。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # scope server-qual squal1
switch-A /org/server-qual #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show server-pool

show server-qual
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scope services
サービスモードを開始するには、 scope services コマンドを使用します。

scope services

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード サービス（/system/services）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン 管理対象オブジェクトでこのモードを開始する必要はありません。

___________________
例 次の例は、サービスモードを開始する方法を示します。

switch-A#scope system
switch-A /system # scope services
switch-A /system/services #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show cimxml

show dns
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scope snmp-user
SNMPユーザモードを開始するには、scope snmp-userコマンドを使用します。

scope snmp-user

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード SNMPユーザ（/monitoring/snmp-user）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(2)

___________________
例 次の例は、SNMPユーザモードを開始する方法を示します。

switch-A# scope monitoring
switch /monitoring # scope snmp-user SU10
switch /monitoring/snmp-user #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show snmp

show snmp-user
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scope system
システムモードを開始するには、 scope system コマンドを使用します。

scope system

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 任意のコマンドモード

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン 管理対象オブジェクトでこのモードを開始する必要はありません。

___________________
例 次の例は、システムモードを開始する方法を示します。

switch-A# scope system
switch-A /system #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show fabric

show version
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scope tacacs
TACACSモードを開始するには、 scope tacacs コマンドを使用します。

scope tacacs

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード セキュリティ（/security）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン 管理対象オブジェクトでこのモードを開始する必要はありません。

___________________
例 次の例は、TACACSモードを開始する方法を示します。

switch-A#scope security
switch-A /security # scope tacacs
switch-A /security/tacacs #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show radius

show ttacacs
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scope threshold-value
プロパティのしきい値を入力するには、 enter threshold-value コマンドを使用します。

enter threshold-value { above-normal | below-normal } { cleared | condition | critical | info | major |
minor | warning }

___________________
シンタックスの説明

値を above normalに設定します。above-normal

値を below normalに設定します。below-normal

しきい値を clearedに設定します。cleared

しきい値を conditionに設定します。condition

しきい値を criticalに設定します。critical

しきい値を infoに設定します。info

しきい値を majorに設定します。major

しきい値を minorに設定します。minor

しきい値を warningに設定します。warning

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード イーサネットアップリンク（/eth-uplink/stats-threshold-policy/class/property）

ファイバチャネル（/fc-uplink/stats-threshold-policy/class/property）

イーサネットサーバ（/eth-server/stats-threshold-policy/class/property）

組織（/org/stats-threshold-policy/class/property）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0.1
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___________________
例 次の例は、プロパティ packets-rx-deltaモードで、しきい値 above-normal criticalを入力する方法を

示します。

switch-A#scope org org100
switch-A /org # scope stats-threshold-policy stp100

switch-A /org/stats-threshold-policy # scope class vnic-stats
switch-A /org/stats-threshold-policy/class # scope property packets-rx-delta
switch-A /org/stats-threshold-policy/class/property # scope threshold-value above-normal
critical
switch-A /org/stats-threshold-policy/class/property/threshold-value #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show property

show threshold-value
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scope vcenter
vcenter（VCenter）モードを開始するには、vmwareモードで scope vcenterコマンドを使用します。

scope vcenter vcenter-name

___________________
シンタックスの説明 VCenterの名前。vcenter-name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード VCenter（/system/vm-mgmt/vmware/vcenter）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン vm-mgmtモードを使用して、次のタスクを実行します。

•データセンターおよびフォルダの作成と削除

•説明とホスト名の設定

•データセンター、イベント、有限状態マシン、フォルダの表示

___________________
例 次の例は、vcenterモードの開始方法を示します。

switch-A # scope system
switch-A /system # scope vm-mgmt
switch-A /system/vm-mgmt # scope vmware
switch-A /system/vm-mgmt/vmware # scope vcenter vc10
switch-A /system/vm-mgmt/vmware/vcenter #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show data-center

show folder
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scope vcon-policy
vcon-policyモードを開始するには、scope vcon-policyコマンドを使用します。

scope vcon-policy policy-name

___________________
シンタックスの説明

ポリシーの名前。policy-name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 組織（/org）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン vcon-policyモードを使用して、次のタスクを実行します。

• vConsおよび vConの説明の設定

• vCon情報の表示

___________________
例 次の例は、vcon-policyモードの開始方法を示します。

switch-A # scope org org100
switch-A /org # scope vcon-policy vcp100
switch-A /org/vcon-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show vcon

show vcon-policy
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scope vhba
仮想 HBAモードを開始するには、 scope vhba コマンドを使用します。

scope vhba name

___________________
シンタックスの説明

仮想 HBA名。name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード サービスプロファイル（/org/service-profile）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例は、仮想 HBAモードを開始する方法を示します。

switch-A# scope org org10
switch-A /org # scope service-profile sp10
switch-A /org # scope vhba vHBA10
switch-A /org/vhba #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show service-profile

show vhba
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scope vhba-templ
仮想 HBAテンプレートモードを開始するには、 scope vhba-templ コマンドを使用します。

scope vhba-templ name

___________________
シンタックスの説明

仮想 HBAテンプレート名name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 組織（/org）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例は、仮想 HBAテンプレートモードを開始する方法を示します。

switch-A# scope org org10
switch-A /org # scope vhba-templ vhbaT10
switch-A /org/vhba-templ #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show fc-if

show vhba-templ
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scope virtual-machine
virtual-machineモードを開始するには、vmwareモードで scope virtual-machineコマンドを使用し
ます。

scope virtual-machine

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード VMware（/system/vm-mgmt/vmware/virtual-machine）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
例 次の例は、virtual-machineモードの開始方法を示します。

switch-A# scope system
switch-A /system # scope vm-mgmt
switch-A /system/vm-mgmt # scope vmware
switch-A /system/vm-mgmt/vmware # scope virtual-machine 4125a5e0-e2c3-11de-8a39-0800200c9a66
switch-A /system/vm-mgmt/vmware/virtual-machine #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show vcenter

show virtual-machine
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scope vlan
VLANモードを開始するには、 scope vlan コマンドを使用します。

scope vlan name

___________________
シンタックスの説明 VLAN名。name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード イーサネットアップリンク（/eth-uplink）

ファブリック（/eth-uplink/fabric）

ポートプロファイル（/system/vm-mgmt/vmware/profile-set/port-profile）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

ポートプロファイルモードが追加されました。1.1(1)

___________________
例 次の例は、VLANモードの開始方法を示します。

switch-A# scope eth-uplink
switch-A /eth-uplink # scope vlan vlan1
switch-A /eth-uplink/vlan #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show interface

show vlan
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scope vm-mgmt
vm-mgmt（仮想マシン管理）モードを開始するには、システムモードで scope vm-mgmtコマンド
を使用します。

scope vm-mgmt

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 仮想マシン管理（/system/vm-mgmt）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン vm-mgmtモードを使用して、次のタスクを実行します。

• vmwareモードへの移動

•イベントおよび有限状態マシン情報の表示

___________________
例 次の例は、vm-mgmtモードの開始方法を示します。

switch-A# scope system
switch-A /system # scope vm-mgmt
switch-A /system/vm-mgmt #
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scope vmware
vmware（VMware）モードを開始するには、vm-mgmtモードで scope vmwareコマンドを使用しま
す。

scope vmware

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード VMware（/system/vm-mgmt/vmware）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン vmwareモードを使用して、次のタスクを実行します。

• VCentersの作成および削除

•証明書の設定

•イベント、拡張キー、有限状態マシン、プロファイルセット、VCenter、仮想マシン情報の表
示

___________________
例 次の例は、vmwareモードの開始方法を示します。

switch-A # scope system
switch-A /system # scope vm-mgmt
switch-A /system/vm-mgmt # scope vmware
switch-A /system/vm-mgmt/vmware #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show vcenter

show virtual-machine
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scope vnic
仮想 NICモードを開始するには、 scope vnic コマンドを使用します。

scope vnic name

___________________
シンタックスの説明

仮想 NIC名。name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード サービスプロファイル（/org/service-profile）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例は、仮想 NICモードを開始する方法を示します。

switch-A# scope org org10
switch-A /org # scope service-profile sp10
switch-A /org # scope vnic vNIC10
switch-A /org/vnic #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show service-profile

show vnic

   Cisco UCS Manager CLI コマンドリファレンスリリース 1.3(1)
540 OL-22880-03-J  

コマンド

scope vnic



scope vnic-templ
仮想 NICテンプレートモードを開始するには、 scope vnic-templ コマンドを使用します。

scope vnic-templ name

___________________
シンタックスの説明

仮想 NICテンプレート名。name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 組織（/org）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例は、仮想 NICテンプレートモードを開始する方法を示します。

switch-A# scope org org10
switch-A /org # scope vnic-templ vnicT10
switch-A /org/vnic-templ #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show eth-if

show vnic-templ
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scope wwn-pool
WWNプールモードを開始するには、 scope wwn-pool コマンドを使用します。

scope wwn-pool name

___________________
シンタックスの説明 WWNプール名。name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 組織（/org）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例は、WWNプールモードを開始する方法を示します。

switch-A# scope org org10
switch-A /org # scope wwn-pool wwnP10
switch-A /org/wwn-pool #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show initiator

show org
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send
現在のシステムインベントリメッセージを Smart Call Homeデータベースに送信するには、 send
コマンドを使用します。

send

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード インベントリ（/monitoring/callhome/inventory）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用すると、現在のシステムインベントリメッセージを Smart Call Homeデータ

ベースにすぐに送信します。

___________________
例 次の例は、現在のシステムインベントリメッセージの送信方法を示しています。

switch-A# scope monitoring
switch-A /monitoring # scope callhome
switch-A /monitoring/callhome # scope inventory
switch-A /monitoring/callhome/inventory # send
switch-A /monitoring/callhome/inventory #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

set send-periodically

show inventory
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send-syslog
syslogメッセージを作成および送信するには、 send-syslog コマンドを使用します。

send-syslog { emergencies | alerts| critical | errors | warnings| notifications | information| debugging}
text

___________________
シンタックスの説明

アラートを指定します。alerts

重大メッセージを指定します。critical

デバッグメッセージを指定します。debugging

緊急事態メッセージを指定します。emergencies

エラーメッセージを指定します。errors

情報メッセージを指定します。information

通知を指定します。notifications

警告を指定します。warnings

syslogメッセージのテキストを入力します。text

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード モニタリング（/monitoring）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、syslogメッセージを作成および送信します。メッセージの緊急レベル

を指定し、最大 512文字のテキストを入力します。テキストにスペースが含まれている場合は、
引用符（" "）でくくる必要があります。

次の表に、緊急度の降順で緊急レベルオプションを示します。
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緊急事態レベル（0）emergencies

アラートレベル（1）alerts

緊急レベル（2）critical

エラーレベル（3）errors

警告レベル（4）warnings

通知レベル（5）notifications

情報レベル（6）information

デバッグレベル（7）debugging

___________________
例 次の例は、syslogメッセージの作成および送信方法を示しています。

switch-A# scope monitoring
switch-A /monitoring # send-syslog alerts "This is a test message"
switch-A /monitoring #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show snmp-trap

show syslog
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send-test-alert
Callhomeテストアラートメッセージを送信するには、 send-test-alert コマンドを使用します。

send-test-alert { [alert-description description] [alert-group {diagnostic | environmental}] [alert-level
{critical | debug | fatal | major-1 | minor-1 | normal | notify | warning}] [alert-message-type {conf | diag
| env | inventory | syslog | test-1}] [alert-message-subtype {delta | full | goldmajor | goldminor | goldnormal
| major-2 | minor-2 | nosubtype | test-2}]}

___________________
シンタックスの説明

アラートの説明を指定します。alert-description alert-description

アラートグループタイプを指定します。alert-group

診断アラートグループを指定します。diagnostic

環境アラートグループを指定します。environmental

アラートレベルを指定します。alert-level

重大アラートレベルを指定します。critical

デバッグアラートレベルを指定します。debug

致命的アラートレベルを指定します。fatal

メジャーアラートレベルを指定します。major-1

マイナーアラートレベルを指定します。minor-1

マイナーアラートレベルを指定します。normal

通知アラートレベルを指定します。notify

警告アラートレベルを指定します。warning

アラートメッセージタイプを指定します。alert-message-type

指定します。conf

診断アラートメッセージタイプを指定します。diag

指定します。env

インベントリアラートメッセージタイプを指定しま

す。

inventory
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システムログアラートメッセージタイプを指定しま

す。

syslog

テストアラートメッセージタイプを指定します。test-1

アラートメッセージサブタイプを指定します。alert-message-subtype

デルタアラートメッセージサブタイプを指定します。delta

フルアラートメッセージサブタイプを指定します。full

ゴールドメジャーアラートメッセージサブタイプを

指定します。

goldmajor

ゴールドマイナーアラートメッセージサブタイプを

指定します。

goldminor

ゴールドノーマルアラートメッセージサブタイプを

指定します。

goldnormal

メジャーアラートメッセージサブタイプを指定しま

す。

major-2

マイナーアラートメッセージサブタイプを指定しま

す。

minor-2

サブタイプなしを指定します。nosubtype

テストアラートメッセージサブタイプを指定します。test-2

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード Callhome（/monitoring/callhome）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(2)

___________________
例 次の例は、Callhomeテストアラートメッセージの送信方法を示しています。

switch-A# scope monitoring
switch-A /monitoring # scope callhome

Cisco UCS Manager CLI コマンドリファレンスリリース 1.3(1)    
   OL-22880-03-J 547

コマンド

send-test-alert



switch-A /monitoring/callhome # send-test-alert alert-message-type diag
switch-A /monitoring/callhome #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show callhome

show policy
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set action
処理を設定するには、 set action コマンドを使用します。

chassis-disc-policy モード

set action { 1-link | 2-link | 4-link }

import-config モード

set action {merge | replace }

server-disc-policy モード

set action { diag | immediate | user-acknowledged }

___________________
シンタックスの説明 1つのアップリンクを指定します。1-link

2つのアップリンクを指定します。2-link

4つのアップリンクを指定します。4-link

マージを指定します。merge

置換を指定します。replace

診断を指定します。diag

即時を指定します。immediate

ユーザ確認応答を指定します。user-acknowledged

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード シャーシディスカバリポリシー（/org/chassis-disc-policy）

インポート設定（/system/import-config）

サーバディスカバリポリシー（/org/server-disc-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)
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___________________
使用上のガイドライン chassis-disc-policyモードでこのコマンドを使用して、シャーシがディスカバリすべきスイッチへ

のリンク数を指定します。

___________________
例 次の例は、処理の設定方法を示しています。

switch-A# scope org org10
switch-A /org/chassis-disc-policy # scope chassis-disc-policy cdp10

switch-A /org/chassis-disc-policy # set action 4-link
switch-A /org/chassis-disc-policy* # commit-buffer
switch-A /org/chassis-dis-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show chassis

show chassis-disc-policy
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set adaptor-profile
アダプタプロファイルを設定するには、 set adaptor-profile コマンドを使用します。

set adaptor-profile name

___________________
シンタックスの説明

アダプタプロファイル名。有効な値の範囲は 1～ 16です。name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ハイパーバイザ接続（/org/service-profile/hv-conn）

ダイナミック接続ポリシー（/org/dynamic-conn-policy）

仮想 HBA（/org/service-profile/vhba）

仮想 NIC（/org/service-profile/vnic）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

このコマンドを使用して、サービスプロファイルモードの開始に使用されたサービスプロファ

イルを、指定プロファイルと関連付けます。

___________________
例 次の例は、アダプタプロファイルを設定する方法を示します。

switch-A# scope org org30a
switch-A /org # scope service-profile sp10
switch-A /org/service-profile # scope vnic
switch-A /org/service-profile/vnic # set adaptor-profile 20a
switch-A /org/service-profile/vnic* # commit-buffer
switch-A /org/service-profile/vnic #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show vhba

show vnic
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set adminstate
アダプタの接続をリセットするには、set adminstateコマンドを使用します。

set adminstate { enabled | reset-connectivity | reset-connectivity-active| reset-connectivity-passive}

___________________
シンタックスの説明

アダプタをイネーブルにします。enabled

両方のファブリックでアダプタ接続がリセットされます。reset-connectivity

アクティブなファブリックでのみアダプタ接続がリセットさ

れます。

reset-connectivity-active

パッシブファブリックでのみアダプタ接続がリセットされま

す。

reset-connectivity-passive

___________________
コマンドデフォルト アダプタの状態はイネーブルにされます。

___________________
コマンドモード 外部ホストイーサネット（/chassis/server/adapter/ext-host-eth）

ホストイーサネット（/chassis/server/adapter/host-eth）

ホストファイバチャネル（/chassis/server/adapter/host-fc）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、vNICまたは vHBAで接続をリセットします。ポートでシャットダウ

ンおよびイネーブルシーケンスが実行されます。

アクティブオプションとパッシブオプションは外部ホストポートでは使用できません。

___________________
例 次の例は、vHBAで接続をリセットする方法を示します。

switch-A# scope server 1/1
switch-A /chassis/server # scope adapter 1
switch-A /chassis/server/adapter # scope host-fc-if 2
switch-A /chassis/server/adapter/host-fc-if # set adminstate reset-connectivity
switch-A /chassis/server/adapter/host-fc-if* # commit-buffer
switch-A /chassis/server/adapter/host-fc-if #
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

show ext-eth-if

show host-eth-if

show host-fc-if
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set admin-state
ポリシーの管理状態を設定するには、 set admin-state コマンドを使用します。

set admin-state { disabled | enabled }

___________________
シンタックスの説明

管理状態をディセーブルに指定します。disabled

管理状態をイネーブルに指定します。enabled

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ポリシー（/monitoring/callhome/policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、関連付けられた原因と一致する障害またはシステムイベントが発生し

た場合に、コンテキストポリシーをイネーブルまたはディセーブルにします。

___________________
例 次の例は、リンクダウンシステムイベントの管理状態をイネーブルにする方法を示しています。

switch-A# scope monitoring
switch-A /monitoring # scope callhome
switch-A /monitoring/callhome # scope policy link-down
switch-A /monitoring/callhome/policy # set admin-state enabled
switch-A /monitoring/callhome/policy* # commit-buffer
switch-A /monitoring/callhome/policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

scope policy

show policy
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set admin-vcon
vHBA用の管理 vCon（管理仮想ネットワークインターフェイス接続）を設定するには、vhbaま
たは vnicモードで set admin-vcon コマンドを使用します。

set admin-vcon { 1 | 2 | any}

___________________
シンタックスの説明 vHBAを仮想ネットワークインターフェイス接続 1に割り当てます。1

vHBAを仮想ネットワークインターフェイス接続 2に割り当てます。2

vHBAをすべての仮想ネットワークインターフェイス接続に割り当てます。any

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード vHBA（/org/service-profile/vhba）

vNIC（/org/service-profile/vnic）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
例 次の例は、vhbaモードで管理 vConの設定方法を示しています。

switch-A# scope org org100
switch-A /org # scope service-profile sp100
switch-A /org/service-profile # scope vhba vhba100
switch-A /org/service-profile/vhba # set admin-vcon any
switch-A /org/service-profile/vhba* # commit-buffer
switch-A /org/service-profile/vhba #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show vcon

show vhba
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set aes-128
AdvancedEncryptionStandard（AES;高度暗号化規格）128ビット暗号化を設定するには、set aes-128
コマンドを使用します。

set aes-128 {no | yes}

___________________
シンタックスの説明 AES 128ビット暗号化を指定しません。no

AES 128ビット暗号化を指定します。yes

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード SNMPユーザ（/monitoring/snmp-user）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(2)

___________________
使用上のガイドライン SNMPv3は、UCSシステムで create snmp-userコマンドを使用してイネーブルに指定されていて、

重要なセキュリティ機能を提供しています。その 1つがパケットの認証で、無許可のソースによ
るスヌーピングを防止します。AES 128ビット暗号を使用して、UCSシステムで SNMPv3の拡張
された機能を完全に利用できます。

___________________
例 次の例は、AES 128ビット暗号化の設定方法を示しています。

switch-A# scope monitoring
switch /monitoring # scope snmp-user SU10
switch /monitoring/snmp-user # set aes-128 yes
switch /monitoring/snmp-user* # commit-buffer
switch /monitoring/snmp-user #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show snmp

show snmp-user
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set agent-policy
エージェントポリシーを設定するには、 set agent-policy コマンドを使用します。

set agent-policy policy-name

___________________
シンタックスの説明

ポリシー名。policy-name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード サービスプロファイル（/org/service-profile）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、サービスプロファイルモードの開始に使用されたサービスプロファ

イルを、指定エージェントポリシーと関連付けます。

policy-nameは、ポリシーを識別する一意のセットの英数字です。有効な値の範囲は1～16です。

___________________
例 次の例は、エージェントポリシーの設定方法を示しています。

switch-A# scope org org10
switch-A /org # scope service-profile servProf10
switch-A /org/service-profile # set agent-policy agentP10
switch-A /org/service-profile* # commit-buffer
switch-A /org/service-profile #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show association

show service-profile
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set alertgroups
事前定義された Call Homeアラートグループからのアラートをイネーブルにするには、 set
alertgroups コマンドを使用します。

set alertgroups [ ciscotac ] [ diagnostic ] [ environmental ] [ inventory ] [ license ] [ lifecycle ] [ linecard
] [ supervisor ] [ syslogport ] [ system ] [ test ] +

___________________
シンタックスの説明 Cisco Technical Assistance Center（TAC）アラートグループを指定

します。

ciscotac

診断アラートグループを指定します。diagnostic

環境アラートグループを指定します。environmental

コンポーネントアラートグループを指定します。inventory

ライセンスアラートグループを指定します。license

ライフサイクルアラートグループを指定します。lifecycle

ラインカードアラートグループを指定します。linecard

スーパーバイザアラートグループを指定します。supervisor

syslogポートアラートグループを指定します。syslogport

システムアラートグループを指定します。system

テストアラートグループを指定します。test

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード Call Homeプロファイル（/monitoring/callhome/profile）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)
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___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、Call Homeプロファイルの一連のアラートグループを選択し、イネー

ブルにします。アラートグループは、事前定義された Call Homeアラートのサブセットです。
CallHomeアラートのタイプによって、さまざまなタイプのアラートがさまざまなアラートグルー
プにグループ化されます。

set alertgroupsコマンドを入力すると、Call Homeプロファイル内の以前に設定されたアラー
トグループリストが置き換えられます。既存のアラートグループリストにアラートグルー

プを追加するには、add alertgroupsコマンドを使用します。既存のアラートグループリスト
からアラートグループを削除するには、remove alertgroupsコマンドを使用します。

（注）

___________________
例 次の例は、環境アラートグループおよび診断アラートグループからの Call Homeアラートの送信

を設定する方法を示します。

UCS-A /monitoring # scope callhome
UCS-A /monitoring/callhome # enter profile ProfileOne
UCS-A /monitoring/callhome/profile # set alertgroups environmental diagnostic
UCS-A /monitoring/callhome/profile* # create destination admin@example.com
UCS-A /monitoring/callhome/profile/destination* # commit-buffer
UCS-A /monitoring/callhome/profile/destination #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

add alertgroups

remove alertgroups
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set all
すべてのモジュールに対して管理ロギングのしきい値を指定するには、 set all コマンドを使用し
ます。

set all { crit | major| minor| warn| info| debug4 | debug3 | debug2 | debug1 | debug0 }

___________________
シンタックスの説明

緊急（最高）レベルcrit

メジャーレベルmajor

マイナーレベルminor

警告レベルwarn

情報レベルinfo

デバッグ 4レベルdebug4

デバッグ 3レベルdebug3

デバッグ 2レベルdebug2

デバッグ 1レベルdebug1

デバッグ 0（最低）レベルdebug0

___________________
コマンドデフォルト 管理ロギングのデフォルトのしきい値は infoです。

___________________
コマンドモード 管理ロギング（/monitoring/sysdebug/mgmt-logging）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、すべてのモジュールに対して管理ロギングのしきい値を指定します。

しきい値のオプションは、「構文の説明」に緊急性の高い順に示されています。
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___________________
例 次の例は、すべてのモジュールに対して管理ロギングのしきい値の設定方法を示しています。

switch-A# scope monitoring
switch-A /monitoring # scope sysdebug
switch-A /monitoring/sysdebug # scope mgmt-logging
switch-A /monitoring/sysdebug/mgmt-logging # set all major
switch-A /monitoring/sysdebug/mgmt-logging* # commit-buffer
switch-A /monitoring/sysdebug/mgmt-logging #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show（管理ロギング）
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set arch
プロセッサアーキテクチャ（arch）を設定するには、 set arch コマンドを使用します。

set arch { dual-core-opteron | intel-p4-c | opteron | pentium-4 | turion-64 | xeon | xeon-mp | any }

___________________
シンタックスの説明

デュアルコア Opteronプロセッサを指定します。dual-core-opteron

Intel P4 Cプロセッサを指定します。intel-p4-c

Opteronプロセッサを指定します。opteron

Pentium 4プロセッサを指定します。pentium-4

Turion 4プロセッサを指定します。turion-64

Xeonプロセッサを指定します。xeon

Xeon MPプロセッサを指定します。xeon-mp

任意のプロセッサを指定します。any

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード プロセッサ（/org/server-qual/processor）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例は、プロセッサアーキテクチャの設定方法を示しています。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # scope server-qual squal10
switch-A /org/server-qual # scope processor
switch-A /org/server-qual/processor # set arch xeon-mp
switch-A /org/server-qual/processor* # commit-buffer
switch-A /org/server-qual/processor #
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

show memory

show processor
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set attribute
アトリビュートを設定するには、 set attribute コマンドを使用します。

set attribute attribute

___________________
シンタックスの説明

アトリビュート名。有効な値の範囲は 1～ 63です。attribute

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード LDAP（/security/ldap）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、指定されたアトリビュートを含むレコードにデータベース検索を限定

します。

___________________
例 次の例は、アトリビュートの設定方法を示しています。

switch-A#scope security
switch-A /security # scope ldap
switch-A /security/ldap # set attribute name
switch-A /security/ldap* # commit-buffer
switch-A /security/ldap #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show ldap

show tacacs

   Cisco UCS Manager CLI コマンドリファレンスリリース 1.3(1)
564 OL-22880-03-J  

コマンド

set attribute



set auth
SNMPユーザの認証タイプを設定するには、set authコマンドを使用します。

set auth {md5 | sha}

___________________
シンタックスの説明 Message Digest Algorithm 5（MD5）認証を指定します。md5

Secure Hash Algorithm（SHA）認証を指定します。sha

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード SNMPユーザ（/monitoring/snmp-user）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(2)

___________________
使用上のガイドライン SNMPv3は、UCSシステムで create snmp-userコマンドを使用してイネーブルに指定されていて、

重要なセキュリティ機能を提供しています。その 1つが認証で、メッセージが有効なソースから
のものであることを確認します。MD5または SHA認証を使用して、UCSシステムで SNMPv3の
拡張された機能を完全に利用できます。

___________________
例 次の例は、SNMPユーザの認証タイプの設定方法を示しています。

switch-A# scope monitoring
switch /monitoring # scope snmp-user SU10
switch /monitoring/snmp-user # set auth sha
switch /monitoring/snmp-user* # commit-buffer
switch /monitoring/snmp-user #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show snmp

show snmp-user
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set authentication console
認証コンソールを設定するには、 set authentication console コマンドを使用します。

set authentication console { ldap | local | radius | tacacs }

___________________
シンタックスの説明 LDAP認証コンソールを指定します。ldap

ローカル認証コンソールを指定します。local

RADIUS認証コンソールを指定します。radius

TACACS認証コンソールを指定します。tacacs

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード セキュリティ（/security）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例は、認証コンソールの設定方法を示しています。

switch-A#scope security
switch-A /security # set authentication console ldap

switch-A /security* # commit-buffer
switch-A /security #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show authentication

show ldap
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set authentication default
認証デフォルトを設定するには、 set authentication default コマンドを使用します。

set authentication default { ldap | local | radius | tacacs }

___________________
シンタックスの説明 LDAP認証コンソールを指定します。ldap

ローカル認証コンソールを指定します。local

RADIUS認証コンソールを指定します。radius

TACACS認証コンソールを指定します。tacacs

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード セキュリティ（/security）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例は、認証デフォルトの設定方法を示しています。

switch-A#scope security
switch-A /security # set authentication default ldap

switch-A /security* # commit-buffer
switch-A /security #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show authentication

show ldap
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set authport
認証ポートを設定するには、 set authport コマンドを使用します。

set authport id

___________________
シンタックスの説明

認証ポート ID番号。有効な値の範囲は 1～ 65535です。id

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード サーバ（/security/radius/server）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、RADIUSサーバと通信するのに使用されるポートを指定します。

___________________
例 次の例は、認証ポートの設定方法を示しています。

switch-A#scope security
switch-A /security # scope radius
switch-A /security/radius # scope server s100
switch-A /security/radius/server # set authport 100
switch-A /security/radius/server* # commit-buffer
switch-A /security/radius/server #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show ldap

show radius
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set backup action
システムイベントログのバックアップをトリガーする処理（複数可）を指定するには、setbackup
actionコマンドを使用します。

set backup action [log-full] [none] [on-change-of-association] [on-clear] [timer]

___________________
シンタックスの説明

ログがいっぱいになったら、ログをバックアップするように指定し

ます。

log-full

処理を指定しません。none

サーバがアソシエーションを変更したら、ログをバックアップする

ように指定します。

on-change-of-association

ログがクリアされる時に、バックアップするように指定します。on-clear

ログを一定間隔でバックアップするように指定します。timer

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード エンドポイントログポリシー（/org/ep-log-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、システムイベントログのバックアップをトリガーする処理（複数可）

を指定します。

set backup actionコマンドを入力すると、それまでに設定された処理のリストは置き換えられ
ます。既存のリストに処理を追加するには、add backup actionコマンドを使用します。既存
のリストから処理を削除するには、remove backup actionコマンドを使用します。

（注）
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___________________
例 次の例は、ログがいっぱいになったとき、ログがクリアされたとき、および一定の間隔でログを

バックアップする方法を示しています。

switch-A# scope org
switch-A /org # scope ep-log-policy sel
switch-A /org/ep-log-policy # set backup action log-full on-clear timer
switch-A /org/ep-log-policy* # commit-buffer
switch-A /org/ep-log-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

add backup action

remove backup action

set backup interval

show backup
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set backup clear-on-backup
バックアップ操作後にシステムイベントログをクリアするかどうかを指定するには、組織エンド

ポイントログポリシーモードで set backup clear-on-backupコマンドを使用します。

set backup clear-n-backup {no | yes}

___________________
シンタックスの説明

バックアップ操作後にシステムイベントログをクリアしません。no

バックアップ操作後にシステムイベントログをクリアします。yes

___________________
コマンドデフォルト バックアップ操作後にシステムイベントログをクリアしません。

___________________
コマンドモード エンドポイントログポリシー（/org/ep-log-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、バックアップ操作後にシステムイベントログをクリアするかどうかを

指定します。

___________________
例 次の例は、バックアップ操作後にシステムイベントログをクリアするように設定する方法を示し

ています。

switch-A# scope org
switch-A /org # scope ep-log-policy sel
switch-A /org/ep-log-policy # set backup clear-on-backup yes
switch-A /org/ep-log-policy* # commit-buffer
switch-A /org/ep-log-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show backup
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set backup destination
システムイベントログのバックアップ操作の保存先を指定するには、組織エンドポイントログ

ポリシーモードで set backup destinationコマンドを使用します。

set backup destination url

___________________
シンタックスの説明

システムイベントログのバックアップファイルが保存される場所の URLを指
定します。

url

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード エンドポイントログポリシー（/org/ep-log-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、バックアップ操作のプロトコル、ユーザ、パスワード、リモートホス

ト名、リモートパスを指定します。 urlは、次のいずれかのプロトコルの構文を使用して指定で
きます。

• FTP：ftp://hostname/path

• SCP：scp://username@hostname/path

• SFTP：sftp://username@hostname/path

• TFTP：tftp://hostname:port-num/path

保存先にユーザ名およびパスワードが必要な場合は、特定のプロトコル用のURL形式を使用しま
す。たとえば FTPの場合は ftp://user:password@ hostname/pathです。

バックアップの保存先を設定するには、set backuphostname、set backuppassword、set backup
protocol、set backup remote-path、set backup userの各コマンドを使用することもできます。

（注）
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___________________
例 次の例は、システムイベントログのバックアップに使用する FTPの保存先とログインの設定方

法を示しています。

switch-A# scope org
switch-A /org # scope ep-log-policy sel
switch-A /org/ep-log-policy # set backup destination
ftp://joe:password1@ftp.example.com/backups
switch-A /org/ep-log-policy* # commit-buffer
switch-A /org/ep-log-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show backup
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set backup format
システムイベントログのバックアップファイルの形式を指定するには、組織エンドポイントロ

グポリシーモードで set backup formatコマンドを使用します。

set backup format{ascii| binary}

___________________
シンタックスの説明

バックアップファイルを ASCII形式にすることを指定します。ascii

バックアップファイルをバイナリ形式にすることを指定します。binary

___________________
コマンドデフォルト ASCII

___________________
コマンドモード エンドポイントログポリシー（/org/ep-log-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、システムイベントログのバックアップファイルの形式を指定します。

___________________
例 次の例は、システムイベントログのバックアップファイルにバイナリ形式を指定する方法を示

しています。

switch-A# scope org
switch-A /org # scope ep-log-policy sel
switch-A /org/ep-log-policy # set backup format binary
switch-A /org/ep-log-policy* # commit-buffer
switch-A /org/ep-log-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show backup
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set backup hostname
システムイベントログのバックアップ保存先サーバのホスト名または IPアドレスを指定するに
は、組織エンドポイントログポリシーモードで set backup hostnameコマンドを使用します。

set backup hostname {hostname| ip-address}

___________________
シンタックスの説明

バックアップ保存先サーバのホスト名。hostname

バックアップ保存先サーバの IPアドレス。ip-address

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード エンドポイントログポリシー（/org/ep-log-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、バックアップ保存先サーバのホスト名または IPアドレスを指定しま

す。

___________________
例 次の例は、バックアップ保存先サーバのホスト名の指定方法を示しています。

switch-A# scope org
switch-A /org # scope ep-log-policy sel
switch-A /org/ep-log-policy # set backup hostname ftp.example.com
switch-A /org/ep-log-policy* # commit-buffer
switch-A /org/ep-log-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show backup
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set backup interval
システムイベントログの自動バックアップ間隔を指定するには、組織エンドポイントログポリ

シーモードで set backup intervalコマンドを使用します。

set backup interval {1-hour| 2-hours| 4-hours| 8-hours| 24-hours| never}

___________________
シンタックスの説明

バックアップは 1時間間隔で発生します。1-hour

バックアップは 2時間間隔で発生します。2-hour

バックアップは 4時間間隔で発生します。4-hour

バックアップは 8時間間隔で発生します。8-hour

バックアップは 24時間間隔で発生します。24-hour

自動バックアップを無効にします。never

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード エンドポイントログポリシー（/org/ep-log-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、自動バックアップ操作をイネーブルまたはディセーブルにしたり、自

動バックアップの間隔を指定したりします。自動バックアップをディセーブルにするには、never
キーワードを指定します。

___________________
例 次の例は、自動バックアップを 8時間間隔で指定する方法を示しています。

switch-A# scope org
switch-A /org # scope ep-log-policy sel
switch-A /org/ep-log-policy # set backup interval 8-hours
switch-A /org/ep-log-policy* # commit-buffer
switch-A /org/ep-log-policy #
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

show backup
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set backup password
システムイベントログのバックアップ保存先サーバのパスワードを指定するには、組織エンドポ

イントログポリシーモードで set backup passwordコマンドを使用します。

set backup password password

___________________
シンタックスの説明

バックアップ保存先サーバのログインパスワード。password

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード エンドポイントログポリシー（/org/ep-log-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、システムイベントログのバックアップ保存先サーバに接続するための

パスワードを指定します。バックアッププロトコルが TFTPの場合、パスワードは使用されませ
ん。

___________________
例 次の例は、バックアップ保存先サーバに接続するためのパスワードの指定方法を示しています。

switch-A# scope org
switch-A /org # scope ep-log-policy sel
switch-A /org/ep-log-policy # set backup password
Password:
switch-A /org/ep-log-policy* # commit-buffer
switch-A /org/ep-log-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

set backup user

show backup
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set backup protocol
システムイベントログのバックアップに使用するファイル転送プロトコルを指定するには、組織

エンドポイントログポリシーモードで set backup protocolコマンドを使用します。

set backup protocol {ftp| scp| sftp| tftp}

___________________
シンタックスの説明

バックアップファイルの転送に

FTPプロトコルを指定します。
ftp

バックアップファイルの転送に

SCPプロトコルを指定します。
scp

バックアップファイルの転送に

SFTPプロトコルを指定しま
す。

sftp

バックアップファイルの転送に

TFTPプロトコルを指定しま
す。

tftp

___________________
コマンドデフォルト FTP

___________________
コマンドモード エンドポイントログポリシー（/org/ep-log-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、システムイベントログのバックアップに使用するファイル転送プロト

コルを指定します。

___________________
例 次の例は、バックアップファイル転送プロトコルとして SFTPを指定する方法を示しています。

switch-A# scope org
switch-A /org # scope ep-log-policy sel
switch-A /org/ep-log-policy # set backup protocol sftp
switch-A /org/ep-log-policy* # commit-buffer
switch-A /org/ep-log-policy #
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

show backup
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set backup remote-path
システムログファイルのバックアップに使用するリモートサーバパスを指定するには、組織エ

ンドポイントログポリシーモードで set backup remote-pathコマンドを使用します。

set backup remote-path remote-path

___________________
シンタックスの説明

バックアップのリモートパス。remote-path

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード エンドポイントログポリシー（/org/ep-log-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、システムログファイルのバックアップに使用するリモートサーバパ

スを指定します。 remote-pathは、リモートサーバ上のパスを識別する最大 128文字の一意のセッ
トの英数字です。 URLで使用できない文字は使用しないでください。

___________________
例 次の例は、バックアップに使用するリモートパスの設定方法を示しています。

switch-A# scope org
switch-A /org # scope ep-log-policy sel
switch-A /org/ep-log-policy # set backup remote-path /test/sel/backups
switch-A /org/ep-log-policy* # commit-buffer
switch-A /org/ep-log-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show backup

Cisco UCS Manager CLI コマンドリファレンスリリース 1.3(1)    
   OL-22880-03-J 581

コマンド

set backup remote-path



set backup user
システムイベントログのバックアップ保存先サーバのユーザ名を指定するには、組織エンドポイ

ントログポリシーモードで set backup userコマンドを使用します。

set backup user user-name

___________________
シンタックスの説明

バックアップ保存先サーバのログインユーザ名。user-name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード エンドポイントログポリシー（/org/ep-log-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、システムイベントログのバックアップ保存先サーバに接続するための

ユーザ名を指定します。ユーザ名は、最大 128文字です。

___________________
例 次の例は、バックアップ保存先サーバに接続するためのユーザ名の指定方法を示しています。

switch-A# scope org
switch-A /org # scope ep-log-policy sel
switch-A /org/ep-log-policy # set backup user superUser
switch-A /org/ep-log-policy* # commit-buffer
switch-A /org/ep-log-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

set backup password

show backup

show ep-log-policy
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set basedn
認定者名を設定するには、 set basedn コマンドを使用します。

set basedn name

___________________
シンタックスの説明

認定者名。有効な値の範囲は 1～ 127です。name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード LDAP（/security/ldap）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、指定された認定者名を含むレコードにデータベース検索を限定します。

___________________
例 次の例は、認定者名の設定方法を示しています。

switch-A#scope security
switch-A /security # scope ldap
switch-A /security/ldap # set basedn ldap
switch-A /security/ldap* # commit-buffer
switch-A /security/ldap #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show ldap

show tacacs
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set binddn
LDAPデータベーススーパーユーザアカウントの認定者名を設定するには、 set binddn コマンド
を使用します。

set bindn bind-dist-name

___________________
シンタックスの説明

認定者名。bind-dist-name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード LDAPサーバ（/security/ldap/server）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、LDAPデータベーススーパーユーザアカウントの認定者名を設定しま

す。最大 127文字の名前を入力します。名前にスペースが含まれている場合は、名前を引用符
（" "）でくくる必要があります。

___________________
例 次の例は、認定者名の設定方法を示しています。

switch-A# scope security
switch-A /security # scope ldap
switch-A /security/ldap # scope server MyServer
switch-A /security/ldap/server # set binddn "CN=John Smith,OU=Sales,DC=Example,DC=COM"
switch-A /security/ldap/server* # commit-buffer
switch-A /security/ldap/server #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show ldap

show server
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set bios-settings-scrub
サーバがサービスプロファイルからアソシエーション解除されるときに BIOS設定をクリアする
かどうかを指定するには、set bios-settings-scrubコマンドを使用します。

set bios-settings-scrub {no| yes}

___________________
シンタックスの説明 BIOS設定スクラブをディセーブルにします。 BIOS設定は保持されます。no

BIOS設定スクラブをイネーブルにします。 BIOS設定はデフォルトにリセッ
トされます。

yes

___________________
コマンドデフォルト BIOS設定スクラブはディセーブルです。

___________________
コマンドモード スクラブポリシー（/org/scrub-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

このコマンドは推奨されなくなりました。1.1(1)

このコマンドが復活しました。1.3(1)

___________________
使用上のガイドライン スクラブポリシーでこのコマンドを使用して、サーバがサービスプロファイルからアソシエー

ション解除されるときに CMOSメモリ内の BIOS設定がクリアされるのか保持されるのかを指定
します。次のように処理が実行されます。

•イネーブルの場合、サーバのすべての BIOS設定が消去され、そのサーバタイプとベンダー
に合わせた BIOSのデフォルトにリセットされます。

•ディセーブルの場合、サーバの既存の BIOS設定が保持されます。

このコマンドは、一部のリリースで廃止されています。該当するリリースでは、reset-cmosコ
マンドを使用すると BIOS設定をリセットできます。

（注）
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___________________
例 次の例は、サーバがアソシエーション解除されるときに BIOS設定が消去されるようにスクラブ

ポリシーで指定する方法を示しています。

switch-A# scope org org10
switch-A /org # scope scrub-policy scrub100
switch-A /org/scrub-policy # set bios-settings-scrub yes
switch-A /org/scrub-policy* # commit-buffer
switch-A /org/scrub-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

reset-cmos

show scrub-policy
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set blocksize
ブロックサイズを設定するには、 set blocksize コマンドを使用します。

set blocksize { blocksize | unspecified }

___________________
シンタックスの説明

ストレージブロックサイズ。有効な値の範囲は 0～ 4294967295
です。

blocksize

未指定ブロックサイズを指定します。unspecified

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ストレージ（/org/server-qual/storage）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例は、ブロックサイズの設定方法を示しています。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # scope server-qual squal10
switch-A /org/server-qual # scope storage
switch-A /org/server-qual/storage # set blocksize 1000
switch-A /org/server-qual/storage* # commit-buffer
switch-A /org/server-qual/storage #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show memory

show processor
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set boot-policy
ブートポリシーを設定するには、 set boot-policy コマンドを使用します。

set boot-policy name

___________________
シンタックスの説明

ブートポリシー名。有効な値の範囲は 1～ 16です。name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード サービスプロファイル（/org/service-profile）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、サービスプロファイルモードの開始に使用されたサービスプロファ

イルを、指定ブートポリシーと関連付けます。

___________________
例 次の例は、ブートポリシーの設定方法を示しています。

switch-A# scope org org10
switch-A /org # scope service-profile servProf10
switch-A /org/service-profile # set boot-policy bootP10
switch-A /org/service-profile* # commit-buffer
switch-A /org/service-profile #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show association

show boot-definition
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set cert
キーリングに証明書を入力するには、 set cert コマンドを使用します。

set cert

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード キーリング（/security/keyring）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、証明書をキーリングに入力します。プロンプトが表示されたら、証明

書のテキストをプロンプトに貼り付け、ENDOFBUFを入力して完了します。

___________________
例 次の例は、証明書をキーリングに入力する方法を示しています。

switch-A# scope security
switch-A /security # scope keyring MyKR05
switch-A /security/keyring # set cert
Enter lines one at a time. Enter ENDOFBUF to finish. Press ^C to abort.
Keyring certificate:
>

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show keyring
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set certchain
トラストポイントのリスト（またはチェーン）を入力するには、 set certchain コマンドを使用し
ます。

set certchain [ certchain ]

___________________
シンタックスの説明

トラストポイントの名前。この変数を省略すると、名前（複数可）を入力

するためのプロンプトが表示されます。

certchain

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード トラストポイント（/security/trustpoint）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、ルート認証局（CA）への証明書パスを定義する 1つ以上のトラストポ

イントから成るリストを入力します。コマンドラインには、最大 512文字を入力できます。コマ
ンドラインでトラストポイントを指定しない場合は、プロンプトに入力または貼り付けるように

要求されます。ENDOFBUFを入力して完了します。

___________________
例 次の例は、トラストポイント証明書チェーンを入力する方法を示しています。

switch-A# scope security
switch-A /security # scope trustpoint MyTrust05
switch-A /security/trustpoint # set certchain
Enter lines one at a time. Enter ENDOFBUF to finish. Press ^C to abort.
Trustpoint Certificate Chain:
>

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show trustpoint
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set certificate
証明書を設定するには、 set certificateコマンドを使用します。

set certificate certificate-name

___________________
シンタックスの説明

証明書の名前。有効な文字数は 1～ 512です。certificate-name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 削除保留（/system/vm-mgmt/vmware/pending-deletion）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
例 次の例は、証明書の URLを設定する方法を示しています。

switch-A# scope system
switch-A /system # scope vm-mgmt
switch-A /system/vm-mgmt # scope vmware
switch-A /system/vm-mgmt/vmware # set certificate workspace:
switch-A /system/vm-mgmt/vmware* # commit-buffer
switch-A /system/vm-mgmt/vmware #
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set cimxml port
Common Information Model（CIM;共通情報モデル）XMLポートを設定するには、 set cimxml port
コマンドを使用します。

set cimxml port port

___________________
シンタックスの説明

ポート番号。有効な値の範囲は 1～ 65535です。port

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード サービス（/system/services）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例は、CIM XMLポートを設定する方法を示しています。

switch-A#scope system
switch-A /system # scope services
switch-A /system/services # set cimxml port 10
switch-A /system/services* # commit-buffer
switch-A /system/services #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show cimxml

show dns
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set clear-action
クリアしたすべての障害メッセージを保持するのか削除するのかを指定するには、 set clear-action
コマンドを使用します。

set clear-action { delete | retain }

___________________
シンタックスの説明

障害メッセージをクリア時に削除するように指定します。delete

障害メッセージをクリア時に保持するように指定します。retain

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 障害ポリシー（/monitoring/fault-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(2)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、クリアしたすべての障害メッセージを保持するのか削除するのかを指

定します。

___________________
例 次の例は、クリアした障害メッセージを 30日間保持するように設定する方法を示しています。

switch-A# scope monitoring
switch-A /monitoring # scope fault policy
switch-A /monitoring/fault-policy # set clear-action retain
switch-A /monitoring/fault-policy* # set retention-interval 30 0 0 0
switch-A /monitoring/fault-policy* # commit-buffer
switch-A /monitoring/fault-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

set retention-interval

show fault policy
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set cli suppress-field-spillover
コマンド出力の行を折り返すのか切り詰めるのかを選択するには、 set cli suppress-field-spillover
コマンドを使用します。

set cli suppress-field-spillover { off | on }

___________________
シンタックスの説明

ターミナルウィンドウでコマンド出力の行を折り返します。off

ターミナルウィンドウの端でコマンド出力の行を切り詰めます。on

___________________
コマンドデフォルト ターミナルウィンドウでコマンド出力の行を折り返します。

___________________
コマンドモード 任意のコマンドモード

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、ターミナルウィンドウの幅に収まるようにコマンド出力の行を折り返

すのか切り詰めるのかを選択します。

___________________
例 次の例は、コマンド出力の行を折り返すのか切り詰めるのかを選択する方法を示しています。

Switch-A# scope monitoring
Switch-A /monitoring # set cli suppress-field-spillover on
Switch-A /monitoring # show fault
Severity Code Last Transition Time ID Description
--------- -------- ------------------------ -------- -----------
Warning F16520 2010-01-21T18:33:22.065 5785755 [FSM:STAGE:RETRY:]: detect
mezz cards in 1/6(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:NicPresence)
Condition F77960 2010-01-21T18:32:31.255 1089623 [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: R
esult: end-point-unavailable Code: unspecified Message: sendSamDmeAdapterInfo: i
dentify failed

Switch-A /monitoring # set cli suppress-field-spillover off
Switch-A /monitoring # show fault
Severity Code Last Transition Time ID Description
--------- -------- ------------------------ -------- -----------
Warning F16520 2010-01-21T18:33:22.065 5785755 [FSM:STAGE:RETRY:]: detect
Condition F77960 2010-01-21T18:32:31.255 1089623 [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: R

Switch-A /monitoring #
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___________________
関連コマンド 説明コマンド
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set cli suppress-headers
コマンド出力テーブルでヘッダーを表示または抑制するには、 set cli suppress-headers コマンド
を使用します。

set cli suppress-headers { off | on }

___________________
シンタックスの説明

テーブルヘッダーは表示されます。off

テーブルヘッダーは表示されません。on

___________________
コマンドデフォルト テーブルヘッダーは表示されます。

___________________
コマンドモード 任意のコマンドモード

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、コマンド出力テーブルでヘッダーを表示または抑制します。

___________________
例 次の例は、コマンド出力テーブルでヘッダーを抑制する方法を示しています。

Switch-A# scope monitoring
Switch-A /monitoring # show fsm task

FSM Task:
Item ID Completion FSM Flags
---------------- -------- ------------ ---------
Powercycle 1154858 Scheduled
BiosRecovery 1154860 Scheduled

Switch-A /monitoring # set cli suppress-headers on
Switch-A /monitoring # show fsm task

FSM Task:
Powercycle 1154858 Scheduled
BiosRecovery 1154860 Scheduled

Switch-A /monitoring #
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___________________
関連コマンド 説明コマンド
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set cli table-field-delimiter
コマンド出力テーブルでフィールドの区切り文字を選択するには、 set cli table-field-delimiter コ
マンドを使用します。

set cli table-field-delimiter { comma | none }

___________________
シンタックスの説明

コマンド出力テーブルのフィールドを区切るためにカンマを追加します。comma

コマンド出力テーブルのフィールドを区切るためにスペースを使用しま

す。

none

___________________
コマンドデフォルト コマンド出力テーブルのフィールドを区切るためにスペースを使用します。

___________________
コマンドモード 任意のコマンドモード

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、コマンド出力テーブルでフィールドの区切り文字を選択します。

___________________
例 次の例は、コマンド出力テーブルでフィールドを区切るためにカンマを選択する方法を示してい

ます。

Switch-A# scope monitoring
Switch-A /monitoring # show fsm task

FSM Task:
Item ID Completion FSM Flags
---------------- -------- ------------ ---------
Powercycle 1154858 Scheduled
BiosRecovery 1154860 Scheduled

Switch-A /monitoring # set cli table-field-delimiter comma
Switch-A /monitoring # show fsm task

FSM Task:
,Item,ID,Completion,FSM Flags

----------------,--------,------------,---------
Powercycle,1154858,Scheduled,
BiosRecovery,1154860,Scheduled,
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Switch-A /monitoring #

___________________
関連コマンド 説明コマンド
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set clock（メモリ）
メモリのクロック速度を設定するには、set clockコマンドを使用します。

set clock {number | unspec}

___________________
シンタックスの説明

メモリのクロック速度（秒数）。有効な値の範囲は 1～ 65535で
す。

number

未指定速度を指定します。unspec

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード メモリ（/org/server-qual/memory）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例は、メモリのクロック速度を設定する方法を示しています。

switch-A# scope org org10
switch-A /org # scope server-qual sq10
switch-A /org/server-qual # scope memory
switch-A /org/server-qual/memory # set clock 10
switch-A /org/server-qual/memory* # commit-buffer
switch-A /org/server-qual/memory #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show memory

show processor
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set clock（システム）
システムクロックを手動で設定するには、set clockコマンドを使用します。

set clock month date year hour minute second

___________________
シンタックスの説明

月を 3文字の省略形で入力します。month

日を 1～ 31の範囲で入力します。date

年を省略せずに入力します。year

時を 0～ 23の範囲で入力します。hour

分を 0～ 59の範囲で入力します。minute

秒を 0～ 59の範囲で入力します。second

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード サービス（/system/services）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.3(1)

___________________
例 次の例は、システムクロックを手動で設定する方法を示しています。

switch-A# scope system
switch-A /system # scope services
switch-A /system/services # set clock apr 14 2010 15 27 00
switch-A /system/services* # commit-buffer
switch-A /system/services #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

set timezone

show clock
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set collection-interval
統計情報をシステムから収集する間隔を指定するには、 set collection-interval コマンドを使用し
ます。

set collection-interval { 1minute | 2minutes | 30seconds | 5minutes }

___________________
シンタックスの説明

統計情報は、1分間隔で収集されます。1minute

統計情報は、2分間隔で収集されます。2minutes

統計情報は、30秒間隔で収集されます。30seconds

統計情報は、5分間隔で収集されます。5minutes

___________________
コマンドデフォルト 統計情報は、1分間隔で収集されます。

___________________
コマンドモード 統計情報収集ポリシー（/monitoring/stats-collection-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、統計情報をシステムから収集する間隔を指定します。シャーシ、ポー

ト、ホスト、アダプタ、サーバの統計情報ごとに収集間隔を指定できます。

___________________
例 次の例は、ポートの統計情報収集間隔を 5分に設定する方法を示しています。

switch-A# scope monitoring
switch-A /monitoring # scope stats-collection-policy port
switch-A /monitoring/stats-collection-policy # set collection-interval 5minutes
switch-A /monitoring/stats-collection-policy* # commit-buffer
switch-A /monitoring/stats-collection-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

set reporting-interval
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説明コマンド

show stats-collection-policy

Cisco UCS Manager CLI コマンドリファレンスリリース 1.3(1)    
   OL-22880-03-J 603

コマンド

set collection-interval



set community
SNMPトラップの宛先のSNMPコミュニティアクセスストリングを指定するには、 set community
コマンドを使用します。

set community community

___________________
シンタックスの説明

トラップの宛先の SNMPv1/v2cコミュニティストリングまたは SNMPv3
ユーザ名を指定します。スペースを含まない、最大32文字を入力します。

community

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード SNMPトラップ（/monitoring/snmp-trap）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、Simple Network Management Protocol（SNMP;簡易ネットワーク管理プ

ロトコル）トラップの宛先へのアクセスを許可するコミュニティアクセスストリングを指定しま

す。 SNMPv1/v2cが設定されている場合、 community 引数がコミュニティストリングとして使用
されます。 SNMPv3が設定されている場合は、msgUserName値として使用されます。

___________________
例 次の例は、SNMPトラップの宛先のSNMPコミュニティアクセスストリングを設定する方法を示

しています。

switch-A# scope monitoring
switch-A /monitoring # create snmp-trap 192.20.1.28
switch-A /monitoring/snmp-trap* # set community Community28
switch-A /monitoring/snmp-trap* # commit-buffer
switch-A /monitoring/snmp-trap #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show snmp-trap
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set comp-queue count
割り当てる完了キューリソースの数を設定するには、 set comp-queue count コマンドを使用しま
す。

set comp-queue count count

___________________
シンタックスの説明

キューリソースの数。count

___________________
コマンドデフォルト 完了キューの数は 2です。

___________________
コマンドモード イーサネットアダプタポリシー（/org/eth-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、割り当てる完了キューリソースの数を設定します。数は 1～ 521の範

囲で設定します。一般に、完了キューの数は、送信キューの数と受信キューの数の合計と等しく

なります。

___________________
例 次の例は、イーサネットポリシーの完了キューリソースの数を設定する方法を示しています。

switch-A# scope org
switch-A /org # enter eth-policy EthPolicy19
switch-A /org/eth-policy # set recv-queue count 100
switch-A /org/eth-policy* # set trans-queue count 100
switch-A /org/eth-policy* # set comp-queue count 200
switch-A /org/eth-policy* # commit-buffer
switch-A /org/eth-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

set recv-queue count

set trans-queue count

show eth-policy
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set console-redir-config baud-rate
サーバ管理タスクに使用するシリアルポートのシリアルポート伝送速度を設定するには、set
console-redir-config baud-rateコマンドを使用します。

set console-redir-config baud-rate {115200| 57600| 38400| 19200| 9600| platform-default}

___________________
シンタックスの説明

シリアルポートのボーレート

を指定します。

115200 | 57600 | 38400 | 19200 | 9600

BIOSは、サーバタイプとベン
ダーに関する BIOSのデフォル

platform-default

ト設定に含まれるこのアトリ

ビュートの値を使用します。

___________________
コマンドデフォルト プラットフォームのデフォルト

___________________
コマンドモード BIOSポリシー（/org/bios-policy）

プラットフォームの BIOSのデフォルト（/system/server-defaults/platform/bios-settings）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.3(1)

___________________
使用上のガイドライン 管理タスクでシリアルポートを使用できる場合は、このコマンドを使用して、リモートターミナ

ルアプリケーションのレートと一致するようにシリアルポート伝送速度を設定します。

___________________
例 次の例は、管理タスクにシリアルポートAを設定し、その速度が19200ボーになるように、BIOS

ポリシーを作成する方法を示しています。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # create bios-policy bios1
switch-A /org/bios-policy* # set console-redir-config console-redir serial-port-a
switch-A /org/bios-policy* # set console-redir-config baud-rate 19200
switch-A /org/bios-policy* # commit-buffer
switch-A /org/bios-policy #
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

show bios-policy
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set console-redir-config console-redir
サーバ管理タスクでシリアルポートを使用できるかどうかを指定するには、set console-redir-config
console-redirコマンドを使用します。

set console-redir-config console-redir {disabled| serial-port-a| serial-port-b| platform-default}

___________________
シンタックスの説明

管理タスクにシリアルポートは

使用できません。

disabled

管理タスクにシリアルポート

Aが設定されます。
serial-port-a

管理タスクにシリアルポート

Bが設定されます。
serial-port-b

BIOSは、サーバタイプとベン
ダーに関する BIOSのデフォル

platform-default

ト設定に含まれるこのアトリ

ビュートの値を使用します。

___________________
コマンドデフォルト プラットフォームのデフォルト

___________________
コマンドモード BIOSポリシー（/org/bios-policy）

プラットフォームの BIOSのデフォルト（/system/server-defaults/platform/bios-settings）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.3(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、サーバ管理タスクでシリアルポートを使用できるかどうかを指定しま

す。
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___________________
例 次の例は、管理タスクにシリアルポート Aを設定するように、BIOSポリシーを作成する方法を

示しています。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # create bios-policy bios1
switch-A /org/bios-policy* # set console-redir-config console-redir serial-port-a
switch-A /org/bios-policy* # commit-buffer
switch-A /org/bios-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show bios-policy
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set contact
お客様の企業のプライマリ Call Home連絡先担当者を設定するには、 set contact コマンドを使用
します。

set contact contact

___________________
シンタックスの説明

プライマリ連絡先担当者の名前。contact

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード Callhome（/monitoring/callhome）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(2)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、お客様の企業のプライマリ Call Home連絡先担当者を設定します。連

絡先の名前は、Call Homeメッセージに含まれます。 255文字まで入力できます。名前にスペー
スが含まれている場合は、入力を引用符（" "）でくくる必要があります。

___________________
例 次の例は、プライマリ連絡先名を設定する方法を示しています。

switch-A# scope monitoring
switch-A /monitoring # scope callhome
switch-A /monitoring/callhome # set contact "Jane Doe"
switch-A /monitoring/callhome* # commit-buffer
switch-A /monitoring/callhome #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show callhome
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set contract-id
モニタ対象機器のお客様連絡先 IDを設定するには、 set contract-id コマンドを使用します。

set contract-id contract-id

___________________
シンタックスの説明

お客様連絡先 ID。contract-id

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード Callhome（/monitoring/callhome）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(2)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、モニタ対象機器の Call Homeメッセージに含めるお客様連絡先 IDを設

定します。 IDは、最大 512文字です。

___________________
例 次の例は、お客様連絡先 IDを設定する方法を示しています。

switch-A# scope monitoring
switch-A /monitoring # scope callhome
switch-A /monitoring/callhome # set contract-id ExampleCorp1234
switch-A /monitoring/callhome* # commit-buffer
switch-A /monitoring/callhome #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show callhome
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set core-export-target path
コアファイルをリモートサーバにエクスポートするときに使用するパスを指定するには、 set
core-export-target path コマンドを使用します。

set core-export-target path path

___________________
シンタックスの説明

リモートサーバ上のパスを指定します。path

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード システムデバッグ（/monitoring/sysdebug）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、コアファイルをリモートサーバにエクスポートするときに使用するパ

スを指定します。パスは、最大 512文字です。

___________________
例 次の例は、コアファイルをエクスポートするリモートサーバパスを指定する方法を示していま

す。

switch-A# scope monitoring
switch-A /monitoring # scope sysdebug
switch-A /monitoring/sysdebug # set core-export-target path /root/CoreFiles/core
switch-A /monitoring/sysdebug* # commit-buffer
switch-A /monitoring/sysdebug #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show core-export-target
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set core-export-target port
TFTPを使用してコアファイルをエクスポートするときに使用するポート番号を指定するには、
set core-export-target port コマンドを使用します。

set core-export-target port port

___________________
シンタックスの説明 TFTP転送で使用するポート番号を指定します。port

___________________
コマンドデフォルト 標準の TFTPポート番号（69）が使用されます。

___________________
コマンドモード システムデバッグ（/monitoring/sysdebug）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、TFTPを使用してコアファイルをエクスポートするときに使用するポー

ト番号を指定します。有効な値の範囲は1～65535です。デフォルトは69で、これは標準のTFTP
ポート番号です。

___________________
例 次の例は、コアファイルをエクスポートするリモートサーバのポート番号を指定する方法を示し

ています。

switch-A# scope monitoring
switch-A /monitoring # scope sysdebug
switch-A /monitoring/sysdebug # set core-export-target port 45000
switch-A /monitoring/sysdebug* # commit-buffer
switch-A /monitoring/sysdebug #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show core-export-target
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set core-export-target server-description
コアファイルを保存するリモートサーバの説明を入力するには、 set core-export-target
server-description コマンドを使用します。

set core-export-target server-description description

___________________
シンタックスの説明

コアファイルを保存するリモートサーバの説明。description

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード システムデバッグ（/monitoring/sysdebug）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、コアファイルを保存するリモートサーバの説明を入力します。説明

は、最大 256文字です。説明にスペース、特殊文字、または句読点が含まれている場合、説明を
引用符（" "）で括る必要があります。引用符は、showコマンド出力の説明フィールドには表示さ
れません。

___________________
例 次の例は、コアファイルをエクスポートするリモートサーバの説明を入力する方法を示していま

す。

switch-A# scope monitoring
switch-A /monitoring # scope sysdebug
switch-A /monitoring/sysdebug # set core-export-target server-description
CoreFile102.168.10.10
switch-A /monitoring/sysdebug* # commit-buffer
switch-A /monitoring/sysdebug #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show core-export-target
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set core-export-target server-name
コアファイルを保存するリモートサーバの名前または IPアドレスを指定するには、 set
core-export-target server-name コマンドを使用します。

set core-export-target server-name server-name

___________________
シンタックスの説明

リモートサーバの IPアドレスまたは名前。server-name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード システムデバッグ（/monitoring/sysdebug）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、コアファイルを保存するリモートサーバの名前または IPアドレスを

指定します。サーバ名は、最大 255文字です。

___________________
例 次の例は、コアファイルをエクスポートするリモートサーバ名を指定する方法を示しています。

switch-A# scope monitoring
switch-A /monitoring # scope sysdebug
switch-A /monitoring/sysdebug # set core-export-target server-name 192.168.10.10
switch-A /monitoring/sysdebug* # commit-buffer
switch-A /monitoring/sysdebug #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show core-export-target
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set cos
Class of Service（CoS;サービスクラス）を設定するには、 set cos コマンドを使用します。

set cos { cos | any }

___________________
シンタックスの説明

サービスクラス。有効な値の範囲は 0～ 6です。cos

any（任意）レベルの CoSを指定します。any

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 分類されたイーサネット（/eth-server/cos/eth-classified）

ファイバチャネルデフォルト（/eth-server/cos/fc-default）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、トラフィックの通過を制限します。値の大きい方がより重要なトラ

フィックであることを示します。最も重要なトラフィックには CoSを 6に指定します。

___________________
例 次の例は、CoSを設定する方法を示しています。

switch-A# scope eth-server
switch-A /eth-server # scope cos
switch-A /eth-server/qos # scope eth-classified
switch-A /eth-server/qos/eth-classified # set cos 6
switch-A /eth-server/qos/eth-classified* # commit-buffer
switch-A /eth-server/qos/eth-classified #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show eth-best-effort

show eth-classified
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set customer-id
Call Homeメッセージにカスタマー ID（Identifier）を設定するには、 set customer-id コマンドを
使用します。

set customer-id customer-id

___________________
シンタックスの説明

カスタマー IDのテキスト情報。customer-id

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード Callhome（/monitoring/callhome）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(2)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、モニタ対象機器の Call Homeメッセージに含めるカスタマー ID情報を

設定します。最大 512文字入力できます。

___________________
例 次の例は、カスタマー IDを設定する方法を示しています。

switch-A# scope monitoring
switch-A /monitoring # scope callhome
switch-A /monitoring/callhome # set customer-id ExampleCorp
switch-A /monitoring/callhome* # commit-buffer
switch-A /monitoring/callhome #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show callhome
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set data-center
データセンターを設定するには、set data-centerコマンドを使用します。

set data-center datacenter-name

___________________
シンタックスの説明

データセンターの名前。有効な値の範囲は 1～ 16です。datacenter-name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 削除保留（/system/vm-mgmt/vmware/pending-deletion）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
例 次に、データセンターを設定する例を示します。

switch-A# scope system
switch-A /system # scope vm-mgmt
switch-A /system/vm-mgmt # scope vmware
switch-A /system/vm-mgmt/vmware # scope pending-deletion
switch-A /system/vm-mgmt/vmware/pending-deletion # set data-center dc1
switch-A /system/vm-mgmt/vmware/pending-deletion #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show data-center

show pending-deletion
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set data-center-folder
データセンターフォルダを設定するには、set data-center-folderコマンドを使用します。

set data-center-folder datacenter-folder-name

___________________
シンタックスの説明

データセンターの名前。有効な値の範囲は 1～ 16です。datacenter-folder-name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 削除保留（/system/vm-mgmt/vmware/pending-deletion）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
例 次に、データセンターフォルダを設定する例を示します。

switch-A# scope system
switch-A /system # scope vm-mgmt
switch-A /system/vm-mgmt # scope vmware
switch-A /system/vm-mgmt/vmware # scope pending-deletion
switch-A /system/vm-mgmt/vmware/pending-deletion # set data-center-folder dcf1
switch-A /system/vm-mgmt/vmware/pending-deletion #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show data-center-folder

show pending-deletion
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set deescalating
イベントを降格するクラスプロパティのしきい値を指定するには、 set escalating コマンドを使用
します。

set deescalating value

___________________
シンタックスの説明

イベントが降格されるプロパティ値。必要な形式については、「使用上のガ

イドライン」を参照してください。

value

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 統計情報クラスプロパティのしきい値（/org/stats-threshold-policy/class/property/threshold-value）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、イベントを降格するクラスプロパティのしきい値を指定します。value

引数の形式は、設定しているクラスプロパティしきい値によって異なります。必要な形式を確認

するには、set deescalating ?コマンドを入力します。

降格と昇格の両方のクラスプロパティしきい値を指定できます。（注）

___________________
例 次に、50°Cの above normal警告しきい値を作成し、49°Cになると警告を降格する例を示します。

switch-A /org* # scope stats-threshold-policy ServStatsPolicy
switch-A /org/stats-threshold-policy* # create class cpu-stats
switch-A /org/stats-threshold-policy/class* # create property cpu-temp
switch-A /org/stats-threshold-policy/class/property* # set normal-value 48.5
switch-A /org/stats-threshold-policy/class/property* # create threshold-value above-normal
warning
switch-A /org/stats-threshold-policy/class/property/threshold-value* # set escalating 50.0
switch-A /org/stats-threshold-policy/class/property/threshold-value* # set deescalating
49.0
switch-A /org/stats-threshold-policy/class/property/threshold-value* # commit-buffer
switch-A /org/stats-threshold-policy/class/property/threshold-value #
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

set escalating
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set default-net
デフォルトのネットワークとして現在のインターフェイスまたは VLANを設定するには、 set
default-net コマンドを使用します。

set default-net { no | yes }

___________________
シンタックスの説明

現在のインターフェイスまたはVLANをデフォルトのネットワークではないと
指定します。

no

現在のインターフェイスまたはVLANをデフォルトのネットワークであると指
定します。

yes

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 仮想 NIC（/org/service-profile/vnic/eth-if）

仮想 NICテンプレート（/org/vnic-templ/eth-if）

VMwareポートプロファイル VLAN（/system/vm-mgmt/vmware/port-profiles/port-profile/vlan）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、デフォルトのネットワークとして現在のインターフェイスまたはVLAN

を設定します。

___________________
例 次の例は、イーサネットインターフェイスを作成し、そのインターフェイスをデフォルトのネッ

トワークにする方法を示しています。

switch-A# scope org org10
switch-A /org # scope service-profile sp10
switch-A /org/service-profile # scope vnic vn10
switch-A /org/service-profile/vnic # create eth-if if10
switch-A /org/service-profile/vnic/eth-if* # set default-net yes
switch-A /org/service-profile/vnic/eth-if* # commit-buffer
switch-A /org/service-profile/vnic/eth-if #
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

show eth-if

show vlan
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set descr
説明を設定するには、 set descr コマンドを使用します。

set descr description

___________________
シンタックスの説明

説明。有効な値の範囲は 1～ 256です。description

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード バックアップ（/system/backup）

イーサネットサーバ下の統計情報しきい値ポリシー（/eth-server/stats-threshold-policy）

仮想 NICテンプレート（/org/vnic-templ）

組織の統計情報しきい値ポリシー（/org/stats-threshold-policy）

MACプール（/org/mac-pool）

パーティション（/org/local-disk-config/partition）

インポート設定（/system/import-config）

プーリングポリシー（/org/pooling-policy）

VMMプロバイダー（/system/vm-mgmt/vmm-provider）

サービスプロファイル（/org/service-profile）

UUID接尾辞プール（/org/uuid-suffix-pool）

イーサネットアップリンク下のピングループ（/eth-uplink/pin-group）

ファイバチャネルプロファイル（/org/fc-profile）

SoL（/org/service-profile/sol）

IPプール（/org/ip-pool）

イーサネットプロファイル（/org/eth-profile）

ファイバチャネルアップリンクの統計情報しきい値ポリシー（/fc-uplink/stats-threshold-policy）

サーバディスカバリポリシー（/org/server-disc-policy）

ファイバチャネルアップリンク下のピングループ（/fc-uplink/pin-group）

PSUポリシー（/org/psu-policy）

ブートポリシー（/org/boot-policy）

イーサネットアップリンク下の統計情報しきい値ポリシー（/eth-uplink/stats-threshold-policy）
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組織のローカルディスク設定（/org/local-disk-config）

仮想 HBAテンプレート（/org/vhba-templ）

ファームウェア管理パック（/org/fw-mgmt-pack）

発信側（/org/wwn-pool/initiator）

ブート定義（/org/service-profile/boot-def）

組織のシャーシディスカバリポリシー（/org/chassis-disc-policy）

自動設定ポリシー（/org/autoconfig-policy）

SoLポリシー（/org/sol-policy）

スクラブポリシー（/org/scrub-policy）

サービスプロファイルのローカルディスク設定（/org/service-profile/local-disk-config）

組織のファームウェアホストパック（/org/fw-host-pack）

ポートプロファイル（/eth-uplink/port-profile）

WWNプール（/org/wwn-pool）

組織のサーバ継承ポリシー（/org/server-inherit-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン 説明にスペース、特殊文字、または句読点が含まれている場合、説明を引用符で括る必要があり

ます。引用符は、showコマンド出力の説明フィールドには表示されません。

___________________
例 次に、説明を設定する例を示します。

switch-A# scope org org10
switch-A /org # scope boot-policy boot100
switch-A /org/boot-policy # set descr bootOnce
switch-A /org/boot-policy* # commit-buffer
switch-A /org/boot-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show boot-policy

show detail
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set description
VCenterサーバの説明を設定するには、set descriptionコマンドを使用します。

set description server-description

___________________
シンタックスの説明

サーバの説明。server-description

___________________
コマンドデフォルト 説明フィールドは空のままです。

___________________
コマンドモード VCenter（/system/vm-mgmt/vmware/vcenter）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン VCenterサーバの説明は、サーバを識別する一意の一連の数字、英字、または英数字の組み合わせ

です。有効な値の範囲は 1～ 256です。説明にスペース、特殊文字、または句読点が含まれてい
る場合、説明を引用符で括る必要があります。引用符は、showコマンド出力の説明フィールドに
は表示されません。

___________________
例 次に、VCenterサーバの説明を設定する例を示します。

switch-A# scope system
switch-A /system # scope vm-mgmt
switch-A /system/vm-mgmt # scope vmware
switch-A /system/vm-mgmt/vmware # scope vcenter marComm
switch-A /system/vm-mgmt/vmware/vcenter # set description marketingVCenter
switch-A /system/vm-mgmt/vmware/vcenter* # commit-buffer
switch-A /system/vm-mgmt/vmware/vcenter #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show data-center

show vcenter
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set descr（vCon ポリシー）
vConポリシー（vNIC/vHBA配置プロファイル）の説明を設定するには、set descrコマンドを使
用します。

set descr policy-description

___________________
シンタックスの説明

ポリシーの説明。policy-description

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード vConポリシー（/org/vcon-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン vNIC/vHBA配置プロファイルの説明を提供します。vConポリシーは、複数のアダプタがあるサー

バに対してアダプタ間の vNICと vHBAの配置と分散を決定します。

説明にスペース、特殊文字、または句読点が含まれている場合、説明を引用符で括る必要があり

ます。引用符は、showコマンド出力の説明フィールドには表示されません。

___________________
例 次に、vConポリシーの説明を設定する例を示します。

switch-A# scope org /
switch-A /org # scope vcon-policy vcp100
switch-A /org # set descr "Control policy for vNIC 1 and 2"
switch-A /org* # commit-buffer
switch-A /org #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show vcon

show vcon-policy
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set destination org
サーバを使用する組織を指定するには、 set destination org コマンドを使用します。

使用済み

set destination org destination

___________________
シンタックスの説明

組織名。destination

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード サーバ自動設定ポリシー（/org/server-autoconfig-policy）

サーバ継承ポリシー（/org/server-inherit-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、サーバを使用する組織を指定します。

___________________
例 次に、サーバを使用する組織を指定する例を示します。

server-A# scope org /
server-A /org* # create server-autoconfig-policy AutoConfigFinance
server-A /org/server-autoconfig-policy* # set destination org finance
server-A /org/server-autoconfig-policy* # commit-buffer
server-A /org/server-autoconfig-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show server-autoconfig-policy

show server-inherit-policy
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set disk-scrub
サーバがサービスプロファイルからアソシエーション解除されるときにローカルディスクを消去

するかどうかを指定するには、set disk-scrubコマンドを使用します。

set disk-scrub { no | yes }

___________________
シンタックスの説明

ディスクスクラブをディセーブルにします。ディスクの内容は保持されま

す。

no

ディスクスクラブをイネーブルにします。ディスクの内容は消去されます。yes

___________________
コマンドデフォルト ディスクスクラブはディセーブルです。

___________________
コマンドモード スクラブポリシー（/org/scrub-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン スクラブポリシーでこのコマンドを使用して、サーバがサービスプロファイルからアソシエー

ション解除されるときにローカルディスクの内容が消去されるのか保持されるのかを指定しま

す。次のように処理が実行されます。

•イネーブルの場合、ローカルドライブ上のすべてのデータが破棄されます。

•ディセーブルの場合、ローカルドライブ上のすべてのデータが保持されます（ローカルス
トレージ設定を含む）。

___________________
例 次の例は、ディスクスクラブを設定する方法を示しています。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # scope scrub-policy scrub101
switch-A /org/scrub-policy # set disk-scrub yes
switch-A /org/scrub-policy* # commit-buffer
switch-A /org/scrub-policy #
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

show server-inherit-policy

show scrub-policy
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set domain-name
ドメイン名を指定するには、 set domain-name コマンドを使用します。

set domain-name domain-name

___________________
シンタックスの説明

ドメインの名前。domain-name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード サービス（/system/services）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、ドメイン名を指定します。 255文字まで入力できます。

___________________
例 次の例は、ドメイン名を指定する方法を示しています。

switch-A# scope system
switch-A /system # scope services
switch-A /system/services # set domain-name example.com
switch-A /system/services* # commit-buffer
switch-A /system/services #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show domain-name
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set drop
チャネルでパケットをドロップできるかどうかを指定するには、 set drop コマンドを使用しま
す。

set drop { drop | no-drop }

___________________
シンタックスの説明

チャネルはパケットをドロップできます。drop

チャネルはパケットをドロップできません。no-drop

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 分類されたイーサネット（/eth-server/qos/eth-classified）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、チャネルでパケットをドロップできるかどうかを指定します。デフォ

ルトで、チャネルはパケットをドロップできません。

no-dropオプションを使用できるシステムクラスは 1つのみです。（注）

___________________
例 次に、QoSブロンズクラスチャネルがパケットをドロップできるように指定する例を示します。

switch-A# scope eth-server
switch-A /eth-server # scope qos
switch-A /eth-server/qos # scope eth-classified bronze
switch-A /eth-server/qos/eth-classified # set drop drop
switch-A /eth-server/qos/eth-classified* # commit-buffer
switch-A /eth-server/qos/eth-classified #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show eth-classified
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set dvs
DVSを適用するポートプロファイルを指定するには、set dvsコマンドを使用します。

set dvs folder-name

___________________
シンタックスの説明

フォルダの名前。有効な値の範囲は 1～ 16です。folder-name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード クライアント（/system/vm-mgmt/vmware/profile-set/port-profile/client）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
例 次に、DVSを適用するポートプロファイルを指定する例を示します。

switch-A# scope system
switch-A /system # scope vm-mgmt
switch-A /system/vm-mgmt # scope vmware
switch-A /system/vm-mgmt/vmware # scope profile-set
switch-A /system/vm-mgmt/vmware/profile-set # scope port-profile
switch-A /system/vm-mgmt/vmware/profile-set/port-profile # scope client cl100
switch-A /system/vm-mgmt/vmware/profile-set/port-profile/client # set dvs dvs100
switch-A /system/vm-mgmt/vmware/profile-set/port-profile/client* # commit-buffer
switch-A /system/vm-mgmt/vmware/profile-set/port-profile/client #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show client

show port-profile
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set dynamic-eth
ダイナミック vNICの数を設定するには、 set dynamic-eth コマンドを使用します。

set dynamic-eth { dynamic-eth | off }

___________________
シンタックスの説明

ダイナミック vNICの数を指定します。 0～ 88の範囲の数を入力して
ください。

dynamic-eth

ダイナミック vNICは利用できません。off

___________________
コマンドデフォルト 54のダイナミック vNICを利用できます。

___________________
コマンドモード ダイナミック vNIC接続ポリシー（/org/dynamic-vnic-conn-policy）

ハイパーバイザ接続（/org/service-profile/hv-conn）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、ダイナミック vNICの数を設定します。

___________________
例 次に、30のダイナミック vNICを設定する例を示します。

switch-A# scope org org30a
switch-A /org/ # scope dynamic-vnic-conn-policy test30a
switch-A /org/dynamic-vnic-conn-policy # set dynamic-eth 30
switch-A /org/dynamic-vnic-conn-policy* # commit-buffer
switch-A /org/dynamic-vnic-conn-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show dynamic-vnic-conn-policy

show hv-conn
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set email
プライマリ連絡先の電子メールアドレスを設定するには、 set email コマンドを使用します。

set email email

___________________
シンタックスの説明

電子メールアドレス。email

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード Callhome（/monitoring/callhome）

ローカルユーザ（/security/local-user）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、Call Homeメッセージに含めるプライマリ連絡先の電子メールアドレ

スを設定します。 <名前>@<ドメイン名>の形式で電子メールアドレスを指定します。

___________________
例 次に、プライマリ連絡先の電子メールアドレスを設定する例を示します。

switch-A# scope monitoring
switch-A /monitoring # scope callhome
switch-A /monitoring/callhome # set email admin@example.com
switch-A /monitoring/callhome* # commit-buffer
switch-A /monitoring/callhome #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show callhome

show event
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set enforce-vnic-name
vNIC名を強制するかどうかを選択するには、 set enforce-vnic-name コマンドを使用します。

set enforce-vnic-name { no | yes }

___________________
シンタックスの説明 vNIC名は強制されません。no

vNIC名は強制されます。yes

___________________
コマンドデフォルト vNIC名は強制されません。

___________________
コマンドモード ブートポリシー（/org/boot-policy）

ブート定義（/org/service-profile/boot-def）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次に、vNIC名を強制する例を示します。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # scope boot-policy bp112
switch-A /org/boot-policy # set enforce-vnic-name yes
switch-A /org/boot-policy* # commit-buffer
switch-A /org/boot-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show boot-policy
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set enhanced-intel-speedstep-config
拡張版インテル SpeedStepテクノロジーがイネーブルであるかどうかを指定するには、set
enhanced-intel-speedstep-configコマンドを使用します。

set enhanced-intel-speedstep-config speed-step {disabled| enabled| platform-default}

___________________
シンタックスの説明

プロセッサは、電圧または周波数を動的に調整しません。disabled

プロセッサは、拡張版インテルSpeedStepテクノロジーを利用します。電
力をさらに節約するために、サポートされるプロセッサスリープ状態を

すべてイネーブルにします。

enabled

BIOSは、サーバタイプとベンダーに関する BIOSのデフォルト設定に含
まれるこのアトリビュートの値を使用します。

platform-default

___________________
コマンドデフォルト プラットフォームのデフォルト

___________________
コマンドモード BIOSポリシー（/org/bios-policy）

プラットフォームの BIOSのデフォルト（/system/server-defaults/platform/bios-settings）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.3(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、プロセッサが拡張版インテル SpeedStepテクノロジーを使用するかど

うかを指定します。この機能を利用すると、プロセッサの電圧やコアの周波数を動的に調整でき

るため、平均の消費電力量や平均の排熱量を減らすことができます。オペレーティングシステム

がこの機能をサポートするかどうかについては、オペレーティングシステムのベンダーに問い合

わせください。

___________________
例 次に、拡張版インテル SpeedStepテクノロジーをイネーブルにするように指定するBIOSポリシー

を作成する例を示します。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # create bios-policy bios1
switch-A /org/bios-policy* # set enhanced-intel-speedstep-config speed-step enabled
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switch-A /org/bios-policy* # commit-buffer
switch-A /org/bios-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show bios-policy
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set error-recovery error-detect-timeout
ファイバチャネルエラー検出タイムアウトを設定するには、 set error-recovery error-detect-timeout
コマンドを使用します。

set error-recovery error-detect-timeout error-detect-timeout

___________________
シンタックスの説明

タイムアウト（ミリ秒）。error-detect-timeout

___________________
コマンドデフォルト

___________________
コマンドモード ファイバチャネルアダプタポリシー（/org/fc-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

このコマンドは推奨されなくなりました。1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、ファイバチャネルエラー検出タイムアウトを設定します。

___________________
例 次に、エラー検出タイムアウトを 2秒に設定する例を示します。

switch-A# scope org
switch-A /org # enter fc-policy FcPolicy19
switch-A /org/fc-policy # set error-recovery error-detect-timeout 2000
switch-A /org/fc-policy* # commit-buffer
switch-A /org/fc-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show error-recovery
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set error-recovery fcp-error-recovery
Fibre Channel Protocol（FCP）エラー回復をイネーブルまたはディセーブルにするには、 set
error-recovery fcp-error-recovery コマンドを使用します。

set error-recovery fcp-error-recovery { disabled | enabled }

___________________
シンタックスの説明 FCPエラー回復はディセーブルです。disabled

FCPエラー回復はイネーブルです。enabled

___________________
コマンドデフォルト ディセーブル

___________________
コマンドモード ファイバチャネルアダプタポリシー（/org/fc-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、Fibre Channel Protocol（FCP）エラー回復をイネーブルまたはディセー

ブルにします。

___________________
例 次に、FCPエラー回復をイネーブルにする例を示します。

switch-A# scope org
switch-A /org # enter fc-policy FcPolicy19
switch-A /org/fc-policy # set error-recovery fcp-error-recovery enabled
switch-A /org/fc-policy* # commit-buffer
switch-A /org/fc-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show error-recovery
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set error-recovery link-down-timeout
リンクダウン時のタイムアウトを設定するには、 set error-recovery link-down-timeout コマンド
を使用します。

set error-recovery link-down-timeout link-down-timeout

___________________
シンタックスの説明

タイムアウト（ミリ秒）。link-down-timeout

___________________
コマンドデフォルト 30000ミリ秒（30秒）

___________________
コマンドモード ファイバチャネルアダプタポリシー（/org/fc-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、リンクダウン時のタイムアウトを設定します。 0～ 240000ミリ秒の

範囲の値を入力します。

___________________
例 次に、リンクダウン時のタイムアウトを 60秒に設定する例を示します。

switch-A# scope org
switch-A /org # enter fc-policy FcPolicy19
switch-A /org/fc-policy # set error-recovery link-down-timeout 60000
switch-A /org/fc-policy* # commit-buffer
switch-A /org/fc-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show error-recovery
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set error-recovery port-down-io-retry-count
ポートダウン時の I/O再試行数を設定するには、 set error-recovery port-down-io-retry-count コマ
ンドを使用します。

set error-recovery port-down-io-retry-count port-down-io-retry-count

___________________
シンタックスの説明

再試行数。port-down-io-retry-count

___________________
コマンドデフォルト 再試行数は 8です。

___________________
コマンドモード ファイバチャネルアダプタポリシー（/org/fc-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、ポートダウン時の I/O再試行数を設定します。 0～ 255の範囲の値を

入力します。

___________________
例 次に、ポートダウン時の I/O再試行数を 100に設定する例を示します。

switch-A# scope org
switch-A /org # enter fc-policy FcPolicy19
switch-A /org/fc-policy # set error-recovery port-down-io-retry-count 100
switch-A /org/fc-policy* # commit-buffer
switch-A /org/fc-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show error-recovery
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set error-recovery port-down-timeout
ポートダウン時のタイムアウトを設定するには、 set error-recovery port-down-timeout コマンド
を使用します。

set error-recovery port-down-timeout port-down-timeout

___________________
シンタックスの説明

タイムアウト（ミリ秒）。port-down-timeout

___________________
コマンドデフォルト 30000ミリ秒（30秒）

___________________
コマンドモード ファイバチャネルアダプタポリシー（/org/fc-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、ポートダウン時のタイムアウトを設定します。 0～ 240000ミリ秒の

範囲の値を入力します。

___________________
例 次に、ポートダウン時のタイムアウトを 60秒に設定する例を示します。

switch-A# scope org
switch-A /org # enter fc-policy FcPolicy19
switch-A /org/fc-policy # set error-recovery port-down-timeout 60000
switch-A /org/fc-policy* # commit-buffer
switch-A /org/fc-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show error-recovery
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set error-recovery resource-allocation-timeout
ファイバチャネルリソース割り当てタイムアウトを設定するには、 set error-recovery
resource-allocation-timeout コマンドを使用します。

set error-recovery resource-allocation-timeout resource-allocation-timeout

___________________
シンタックスの説明

タイムアウト（ミリ秒）。resource-allocation-timeout

___________________
コマンドデフォルト

___________________
コマンドモード ファイバチャネルアダプタポリシー（/org/fc-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

このコマンドは推奨されなくなりました。1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、ファイバチャネルリソース割り当てタイムアウトを設定します。

___________________
例 次に、リソース割り当てタイムアウトを 2秒に設定する例を示します。

switch-A# scope org
switch-A /org # enter fc-policy FcPolicy19
switch-A /org/fc-policy # set error-recovery resource-allocation-timeout 2000
switch-A /org/fc-policy* # commit-buffer
switch-A /org/fc-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show error-recovery
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set escalating
イベントを昇格するクラスプロパティのしきい値を指定するには、 set escalating コマンドを使用
します。

set escalating value

___________________
シンタックスの説明

イベントが昇格されるプロパティ値。必要な形式については、「使用上のガ

イドライン」を参照してください。

value

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 統計情報クラスプロパティのしきい値（/org/stats-threshold-policy/class/property/threshold-value）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、イベントを昇格するクラスプロパティのしきい値を指定します。value

引数の形式は、設定しているクラスプロパティしきい値によって異なります。必要な形式を確認

するには、set escalating ?コマンドを入力します。

降格と昇格の両方のクラスプロパティしきい値を指定できます。（注）

___________________
例 次に、50° Cの above normal警告しきい値を作成する例を示します。

switch-A /org* # scope stats-threshold-policy ServStatsPolicy
switch-A /org/stats-threshold-policy* # create class cpu-stats
switch-A /org/stats-threshold-policy/class* # create property cpu-temp
switch-A /org/stats-threshold-policy/class/property* # set normal-value 48.5
switch-A /org/stats-threshold-policy/class/property* # create threshold-value above-normal
warning
switch-A /org/stats-threshold-policy/class/property/threshold-value* # set escalating 50.0
switch-A /org/stats-threshold-policy/class/property/threshold-value* # commit-buffer
switch-A /org/stats-threshold-policy/class/property/threshold-value #
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

set deescalating
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set expiration
有効期限を設定するには、 set expiration コマンドを使用します。

set expiration { never | { apr | aug | dec | feb | jan | jul | jun | mar | may | nov | oct | sep } day year }

___________________
シンタックスの説明

指定します。never

4月を指定します。apr

8月を指定します。aug

12月を指定します。dec

2月を指定します。feb

1月を指定します。jan

7月を指定します。jul

6月を指定します。jun

3月を指定します。mar

5月を指定します。may

11月を指定します。nov

10月を指定します。oct

9月を指定します。sep

日付day

年year

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ローカルユーザ（/security/local-user）
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___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、ユーザアカウントの有効期限日を設定します。

___________________
例 次に、有効期限日を設定する例を示します。

switch-A#scope security
switch-A /security # scope local-user lu1
switch-A /security/local-user # set expiration 30 nov

switch-A /security* # commit-buffer
switch-A /security #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show local-user

show remote-user
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set fabric
vHBAまたは vNICテンプレートのファブリック接続を指定するには、set fabricコマンドを使用
します。

set fabric { a | a-b | b | b-a }

___________________
シンタックスの説明

ファブリック Aを指定します。a

ファブリック Aをプライマリとして冗長動作を指定します。a-b

ファブリック Aを指定します。b

ファブリック Bをプライマリとして冗長動作を指定します。b-a

___________________
コマンドデフォルト インターフェイスはファブリック Aに接続します。

___________________
コマンドモード 仮想 HBAテンプレート（/org/vhba-templ）

仮想 NICテンプレート（/org/vnic-templ）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、Virtual Host Bus Adapter（vHBA）または Virtual Network Interface Card

（vNIC）テンプレートのファブリック接続を指定します。冗長オプションは、vNICのみで使用
できます。

___________________
例 次に、vNICテンプレートにファブリック B接続を指定する例を示します。

switch-A# scope org org10
switch-A /org # scope vnic-templ sp10
switch-A /org/vnic-templ # set fabric b
switch-A /org/vnic-templ* # commit-buffer
switch-A /org/vnic-templ #
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

show vhba-templ

show vnic-templ
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set failover timeout
システムが回復したプライマリインターフェイスの使用を再開するまでの使用可能な時間を設定

するには、 set failover timeout コマンドを使用します。

set failover timeout timeout

___________________
シンタックスの説明

回復したインターフェイスを使用する前に、そのインターフェイスが使用

可能でなければならない秒数。

timeout

___________________
コマンドデフォルト フェールオーバータイムアウトは 5秒です。

___________________
コマンドモード イーサネットアダプタポリシー（/org/eth-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン vNICのプライマリインターフェイスが障害から回復すると、システムはセカンダリインターフェ

イスからプライマリインターフェイスへ復帰するまでフェールオーバータイムアウトの間待機し

ます。このコマンドを使用してフェールオーバータイムアウトを設定し、プライマリインター

フェイスの使用を再開する前に、プライマリインターフェイスが使用可能でなければならない時

間を指定します。 0～ 600の範囲の秒数を入力します。

___________________
例 次に、イーサネットポリシーのフェールオーバータイムアウトを60秒に設定する例を示します。

switch-A# scope org
switch-A /org # enter eth-policy EthPolicy19
switch-A /org/eth-policy # set failover timeout 60
switch-A /org/eth-policy* # commit-buffer
switch-A /org/eth-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show eth-policy
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set fc-if name
ファイバチャネルインターフェイスの名前を設定するには、 set fc-if name コマンドを使用しま
す。

set fc-if name name

___________________
シンタックスの説明

インターフェイス名。名前は最大 32文字で指定できます。name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 仮想 HBA（/org/service-profile/vhba）

仮想 HBAテンプレート（/org/vhba-templ）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、vHBA（仮想ホストバスアダプタ）内のファイバチャネルインター

フェイスの名前を設定します。

___________________
例 次の例は、vHBAテンプレート内のファイバチャネルインターフェイスの名前を設定する方法を

示します。

switch-A# scope org org10
switch-A /org # scope vhba-templ sp10
switch-A /org/vhba-templ # set fc-if name if10
switch-A /org/vhba-templ* # commit-buffer
switch-A /org/vhba-templ #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show vhba-templ
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set fcoe-vlan
指定した VLANの FCoEをイネーブルにするには、 set fcoe-vlan コマンドを使用します。

set fcoe-vlan { fcoe-vlan | default }

___________________
シンタックスの説明 FCoEをイネーブルにする VLAN番号を指定します。fcoe-vlan

デフォルト VLAN上で FCoEがイネーブルになっています。default

___________________
コマンドデフォルト デフォルト VLAN上で FCoEがイネーブルになっています。

___________________
コマンドモード VSAN（/fc-uplink/vsan）

VSAN（/fc-uplink/fabric/vsan）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、指定した VLANまたはデフォルト VLANの Fibre Channel over Ethernet

（FCoE）をイネーブルにします。有効な VLANの範囲は 1～ 3967および 4048～ 4093です。

___________________
例 次の例は、VLAN 1000の FCoEをイネーブルにする例を示します。

switch-A# scope fc-uplink fc1000
switch-A /fc-uplink # scope vsan vsTest 1000 1000
switch-A /fc-uplink/vsan # set fcoe-vlan 1000
switch-A /fc-uplink/vsan* # commit-buffer
switch-A /fc-uplink/vsan #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show vsan
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set file size
管理ロギングファイルのサイズの限度を指定するには、 set file size コマンドを使用します。

set file size size

___________________
シンタックスの説明

ファイルサイズの限度を指定します。指定できる範囲は 1000000（1M）～
10000000（10M）バイトです。デフォルト値は 5242880バイトです。

size

___________________
コマンドデフォルト ファイルサイズの限度は 5242880バイトです。

___________________
コマンドモード 管理ロギング（/monitoring/sysdebug/mgmt-logging）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、管理ロギングファイルのサイズの限度を指定します。

___________________
例 次の例は、管理ロギングファイルのサイズの限度を指定する方法を示します。

switch-A# scope monitoring
switch-A /monitoring # scope sysdebug
switch-A /monitoring/sysdebug # scope mgmt-logging
switch-A /monitoring/sysdebug/mgmt-logging # set file size 10000000
switch-A /monitoring/sysdebug/mgmt-logging* # commit-buffer
switch-A /monitoring/sysdebug/mgmt-logging #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show（管理ロギング）
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set filter
フィルタを設定するには、 set filter コマンドを使用します。

set filter name

___________________
シンタックスの説明

フィルタ名。有効な値の範囲は 1～ 63です。name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード LDAP（/security/ldap）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、指定されたフィルタを含むレコードにデータベース検索を限定します。

___________________
例 次に、フィルタを設定する例を示します。

switch-A#scope security
switch-A /security # scope ldap
switch-A /security/ldap # set filter domainNames
switch-A /security/ldap* # commit-buffer
switch-A /security/ldap #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show ldap

show tacacs
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set firstname
名前を設定するには、 set firstname コマンドを使用します。

set firstname name

___________________
シンタックスの説明

名前。有効な値の範囲は 1～ 16です。name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ローカルユーザ（/security/local-user）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次に、名前を設定する例を示します。

switch-A#scope security
switch-A /security # scope local-user lu1
switch-A /security/local-user # set firstname bob
switch-A /security/local-user* # commit-buffer
switch-A /security/local-user #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show local-user

show remote-user
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set flap-interval
システムが障害状態を変更する前に待機する時間の長さを設定するには、set flap-intervalコマン
ドを使用します。

set retention-interval seconds

___________________
シンタックスの説明

障害状態を変更したあとの再変更できない間隔を指定します。指定できる

範囲は 5～ 3600秒です。デフォルトは 10秒です。
seconds

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 障害ポリシー（/monitoring/fault-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(2)

___________________
使用上のガイドライン 障害が発生し、すぐに何度かクリアされると、フラッピングが発生します。フラッピングを防止

するには、set flap-intervalコマンドを使用して、最後に状態を変更してからフラッピング間隔が
経過するまでの間、障害状態を凍結します。フラッピング間隔中に障害が再発生した場合は、障

害がアクティブ状態に戻ります。それ以外の場合は、障害がクリアされます。

___________________
例 次の例は、障害状態のフラッピング間隔を 10秒に設定する方法を示します。

switch-A# scope monitoring
switch-A /monitoring # scope fault policy
switch-A /monitoring/fault-policy* # set flap-interval 10
switch-A /monitoring/fault-policy* # commit-buffer
switch-A /monitoring/fault-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show fault policy
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set flow-control-policy
フロー制御ポリシーを設定するには、 set flow-control-policy コマンドを使用します。

set flow-control-policy name

___________________
シンタックスの説明

フロー制御ポリシー名。有効な値の範囲は 1～ 16です。name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ポートチャネル（/eth-uplink/fabric/port-channel）

インターフェイス（/eth-uplink/fabric/interface）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例は、フロー制御ポリシーを設定する方法を示します。

switch-A# scope eth-uplink
switch-A /eth-uplink # scope fabric b
switch-A /eth-uplink/fabric # scope interface 1 2
switch-A /eth-uplink/fabric/interface # set flow-control-policy fcp110
switch-A /eth-uplink/fabric/interface* # commit-buffer
switch-A /eth-uplink/fabric/interface #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show interface

show port-channel
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set folder
フォルダを設定するには、set folderコマンドを使用します。

set folder folder-name

___________________
シンタックスの説明

フォルダの名前。有効な値の範囲は 1～ 16です。folder-name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 削除保留（/system/vm-mgmt/vmware/pending-deletion）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン data-centerモードを使用して、次のタスクを実行します。

•フォルダの作成および削除

•フォルダ情報の表示

___________________
例 次の例は、data-centerモードの開始方法を示します。

switch-A# scope system
switch-A /system # scope vm-mgmt
switch-A /system/vm-mgmt # scope vmware
switch-A /system/vm-mgmt/vmware # scope vcenter vc1
switch-A /system/vm-mgmt/vmware/vcenter # scope data-center dc1
switch-A /system/vm-mgmt/vmware/vcenter/data-center #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show data-center

show vcenter

Cisco UCS Manager CLI コマンドリファレンスリリース 1.3(1)    
   OL-22880-03-J 659

コマンド

set folder



set forged-transmit
MACアドレスの偽装を許可または禁止するには、 set forged-transmit コマンドを使用します。

set forged-transmit { allow | deny }

___________________
シンタックスの説明

サーバがMACアドレスを偽装することを許可するように指定します。allow

サーバがMACアドレスを偽装することを許可しないように指定します。deny

___________________
コマンドデフォルト 偽装された伝送が許可されます。

___________________
コマンドモード MACセキュリティ（org/nwctrl/mac-security）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、フレームの送信時にサーバによるMACアドレスの偽装を許可または

禁止します。ネットワークでポートセキュリティがイネーブルの場合、vNICでMACアドレス
の偽装をディセーブルにする必要があります。ネットワーク制御ポリシーに set forged-transmit
コマンドを含めて、vNICサービスプロファイルでポリシーを適用することができます。

___________________
例 次に、MACアドレスの偽装をディセーブルにするネットワーク制御ポリシーを作成する例を示し

ます。

switch-A# scope org
switch-A /org # create nwctrl-policy testPolicy
switch-A /org/nwctrl* # create mac-security
switch-A /org/nwctrl/mac-security* # set forged-transmit deny
switch-A /org/nwctrl/mac-security* # commit-buffer
switch-A /org/nwctrl #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show mac-security

show nwctrl-policy
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set format
Call Homeメッセージの形式を設定するには、 set format コマンドを使用します。

set format { fulltxt | shorttxt| xml }

___________________
シンタックスの説明

長いテキスト形式を指定しま

す。

fulltxt

短いテキスト形式を指定しま

す。

shorttxt

XML形式を指定します。これ
がデフォルトの形式です。

xml

___________________
コマンドデフォルト メッセージは XML形式で送信されます。

___________________
コマンドモード プロファイル（/monitoring/callhome/profile）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(2)

このコマンドが変更され、 fulltxt キーワードが追加されました。1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、Call Homeメッセージのデータ形式を設定します。次の形式オプショ

ンを使用できます。

• fulltext：詳細情報を含む詳細に書式設定されたメッセージを提供します。人が読むのに適し
ています。

• shorttext：1～ 2行で障害の説明を提供します。印刷されるレポートまたはモバイルデバイ
スとの通信に適しています。

• xml：Adaptive Messaging Language（AML）XMLデータ構造を提供します。Cisco Technical
Assistance Centerとの通信に必要です。 AML XMLスキーマ定義（XSD）は、シスコWebサ
イトで公開されています。 XMLがデフォルトの形式です。
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___________________
例 次に、XML形式で Call Homeメッセージを設定する例を示します。

switch-A# scope monitoring
switch-A /monitoring # scope callhome
switch-A /monitoring/callhome # enter profile TestProfile
switch-A /monitoring/callhome/profile* # set format xml
switch-A /monitoring/callhome/profile* # commit-buffer
switch-A /monitoring/callhome/profile #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show callhome
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set from-email
Call Home電子メールメッセージの送信元フィールドに表示される電子メールアドレスを設定す
るには、 set from-email コマンドを使用します。

set from-email from-email

___________________
シンタックスの説明

電子メールアドレス。from-email

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード Callhome（/monitoring/callhome）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(2)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、Call Home電子メールメッセージの送信元フィールドに表示される電

子メールアドレスを設定します。 <名前>@<ドメイン名>の形式で電子メールアドレスを指定し
ます。アドレスを指定しなかった場合は、連絡先の電子メールアドレスが使用されます。

___________________
例 次の例は、送信元の電子メールアドレスを設定する方法を示します。

switch-A# scope monitoring
switch-A /monitoring # scope callhome
switch-A /monitoring/callhome # set from-email admin@example.com
switch-A /monitoring/callhome* # commit-buffer
switch-A /monitoring/callhome #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show callhome
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set host
ホストを設定するには、set hostコマンドを使用します。

set host host-name

___________________
シンタックスの説明

ホストの名前。有効な値の範囲は 1～ 16です。host-name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 削除保留（/system/vm-mgmt/vmware/pending-deletion）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン data-centerモードを使用して、次のタスクを実行します。

•フォルダの作成および削除

•フォルダ情報の表示

___________________
例 次の例は、data-centerモードの開始方法を示します。

switch-A# scope system
switch-A /system # scope vm-mgmt
switch-A /system/vm-mgmt # scope vmware
switch-A /system/vm-mgmt/vmware # scope vcenter vc1
switch-A /system/vm-mgmt/vmware/vcenter # scope data-center dc1
switch-A /system/vm-mgmt/vmware/vcenter/data-center #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show data-center

show vcenter
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set host-fw-policy
ホストファームウェアポリシーを設定するには、 set host-fw-policy コマンドを使用します。

set host-fw-policy name

___________________
シンタックスの説明

ホストファームウェアポリシー名。有効な値の範囲は 1～ 16です。name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード サービスプロファイル（/org/service-profile）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、サービスプロファイルモードの開始に使用されたサービスプロファ

イルを、指定したホストファームウェアポリシーと関連付けます。

___________________
例 次の例は、ホストファームウェアポリシーを設定する方法を示します。

switch-A# scope org org10
switch-A /org # scope service-profile servProf10
switch-A /org/service-profile # set host-fw-policy hostFP10
switch-A /org/service-profile* # commit-buffer
switch-A /org/service-profile #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show assoc

show service-profile
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set hostname
サーバのホスト名を設定するには、 set hostname コマンドを使用します。

set hostname host-name

___________________
シンタックスの説明

サーバのホスト名。host-name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード Callhome（/monitoring/callhome）

VCenter（/system/vm-mgmt/vmware/vcenter）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが callhomeモード用に導入されました。1.0(2)

このコマンドが vcenterモード用に導入されました。1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン callhomeモードでは、SMTPサーバの完全修飾ドメイン名または IPアドレスです。 vcenterモード

では、VCenterサーバのホスト名または IPアドレスです。X.X.X.X形式の IPアドレスまたは最大
512文字のホスト名を入力します。

___________________
例 次の例は、SMTPサーバのホスト名を設定する方法を示します。

switch-A# scope monitoring
switch-A /monitoring # scope callhome
switch-A /monitoring/callhome # set hostname smtp.example.com
switch-A /monitoring/callhome* # commit-buffer
switch-A /monitoring/callhome #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

set port

show callhome
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set hostname
ホスト名を作成するには、サーバモードで set hostnameコマンドを使用します。

set hostname host-name

___________________
シンタックスの説明

サーバの名前。名前または IPアドレスを指定できます。名前の有効な値
の範囲は 1～ 255です。 IPアドレスの形式は N.N.N.Nです。

host-name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード VCenter（/system/vm-mgmt/vmware/vcenter）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
例 次の例は、VCenterのホスト名を作成する方法を示します。

switch-A# scope system
switch-A /system # scope vm-mgmt
switch-A /system/vm-mgmt # scope vmware
switch-A /system/vm-mgmt/vmware # scope vcenter marComm
switch-A /system/vm-mgmt/vmware/vcenter # set hostname marComm10
switch-A /system/vm-mgmt/vmware/vcenter* # commit-buffer
switch-A /system/vm-mgmt/vmware/vcenter #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show data-center

show vcenter
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set http port
HTTPポートを設定するには、 set http port コマンドを使用します。

set http port port

___________________
シンタックスの説明

ポート ID番号。有効な値の範囲は 1～ 65535です。port

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード サービス（/system/services）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン シスコでは、他のネットワークアプリケーションとのインターフェイスに必要なコミュニケー

ションサービスだけをイネーブルにすることを推奨しています。

___________________
例 次の例は、HTTPポートを設定する方法を示します。

switch-A#scope system
switch-A /system # scope services
switch-A /system/services # set http port 100
switch-A /system/services* # commit-buffer
switch-A /system/services #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show cimxml

show http

   Cisco UCS Manager CLI コマンドリファレンスリリース 1.3(1)
668 OL-22880-03-J  

コマンド

set http port



set https keyring
HTTPSキーリングを設定するには、 set https keyring コマンドを使用します。

set https keyring keyring

___________________
シンタックスの説明

キーリング名。有効な値の範囲は 1～ 16です。keyring

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード サービス（/system/services）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン set https keyringコマンドを使用して HTTPSキーリングが変更される際に、現在のすべての HTTP

および HTTPSセッションは警告なしで閉じられます。

___________________
例 次の例は、HTTPSキーリングを設定する方法を示します。

switch-A#scope system
switch-A /system # scope services
switch-A /system/services # set https keyring kr100
switch-A /system/services* # commit-buffer
switch-A /system/services #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show http

show keyring
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set https port
HTTPSポートを設定するには、 set https port コマンドを使用します。

set https port port

___________________
シンタックスの説明

ポート ID番号。有効な値の範囲は 1～ 65535です。port

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード サービス（/system/services）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン シスコでは、他のネットワークアプリケーションとのインターフェイスに必要なコミュニケー

ションサービスだけをイネーブルにすることを推奨しています。

___________________
例 次の例は、HTTPポートを設定する方法を示します。

switch-A#scope system
switch-A /system # scope services
switch-A /system/services # set https port 200
switch-A /system/services* # commit-buffer
switch-A /system/services #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show cimxml

show http
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set hyper-threading-config
Intel Hyper-Threading Technologyをイネーブルにするかどうかを指定するには、set
hyper-threading-configコマンドを使用します。

set hyper-threading-config hyper-threading {disabled| enabled| platform-default}

___________________
シンタックスの説明

プロセッサは、マルチスレッドの並列実行を許可しません。disabled

プロセッサは、マルチスレッドの並列実行を許可します。enabled

BIOSは、サーバタイプとベンダーに関する BIOSのデフォルト設定
に含まれるこのアトリビュートの値を使用します。

platform-default

___________________
コマンドデフォルト プラットフォームのデフォルト

___________________
コマンドモード BIOSポリシー（/org/bios-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.3(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、プロセッサが Intel Hyper-Threading Technologyを使用するかどうかを指

定します。使用すると、マルチスレッドのソフトウェアアプリケーションは各プロセッサの内部

でスレッドを並列実行できるようになります。オペレーティングシステムがこの機能をサポート

するかどうかについては、オペレーティングシステムのベンダーに問い合わせください。

___________________
例 次の例は、Intel Hyper-Threading Technologyがイネーブルになるように指定する BIOSポリシーを

作成する方法を示します。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # create bios-policy bios1
switch-A /org/bios-policy* # set hyper-threading-config hyper-threading enabled
switch-A /org/bios-policy* # commit-buffer
switch-A /org/bios-policy #
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

show bios-policy
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set identity dynamic-mac
vNICのダイナミックMACアドレスを設定するには、set identity dynamic-macコマンドを使用し
ます。

set identity dynamic-mac { dynamic-mac | derived }

___________________
シンタックスの説明

一意のMACアドレスを nn:nn:nn:nn:nn:nn形式で指定します。dynamic-mac

MACアドレスを、プール（使用可能な場合）または製造時にハードウェ
アに焼き付けられたMACアドレスから取得します。

derived

___________________
コマンドデフォルト MACアドレスを取得します。

___________________
コマンドモード 仮想 NIC（/org/service-profile/vnic）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、仮想 NIC（vNIC）のダイナミックMACアドレスを設定します。

動的割り当て用のMACアドレスのプールを指定するには、 set identity mac-pool コマンドを使用
します。

___________________
例 次の例は、vNICのダイナミックMACアドレスを指定する方法を示します。

server-A# scope org /
server-A /org # scope service-profile ServInst90
server-A /org/service-profile # scope vnic dynamic-prot-001
server-A /org/service-profile/vnic # set identity dynamic-mac 01:23:45:67:89:ab
server-A /org/service-profile/vnic* # commit-buffer
server-A /org/service-profile/vnic #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

set identity mac-pool

show vnic
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set identity dynamic-uuid
サーバによるダイナミック UUIDの取得方法を設定するには、set identity dynamic-uuidコマンド
を使用します。

set identity dynamic-uuid { dynamic-uuid | derived }

___________________
シンタックスの説明

一意のUUIDを nnnnnnnn-nnnn-nnnn-nnnnnnnnnnnn形式で指定します。dynamic-uuid

UUIDを、プール（使用可能な場合）または製造時にハードウェアに焼
き付けられた UUIDから取得します。

derived

___________________
コマンドデフォルト ダイナミック UUIDを取得します。

___________________
コマンドモード サービスプロファイル（/org/service-profile）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、サーバによるサービスプロファイルのダイナミック汎用一意識別子

（UUID）の取得方法を設定します。

動的割り当て用の UUID接尾辞のプールを指定するには、set identity uuid-suffix-poolコマンドを
使用します。

___________________
例 次の例は、サービスプロファイルのダイナミック UUIDを指定する方法を示します。

server-A# scope org /
server-A /org # scope service-profile ServInst90
server-A /org/service-profile # set identity dynamic-uuid 01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef
server-A /org/service-profile* # commit-buffer
server-A /org/service-profile #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

set identity uuid-suffix-pool

show service-profile identity
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set identity dynamic-wwnn
サーバによるダイナミックWWNNの取得方法を設定するには、set identity dynamic-wwnnコマン
ドを使用します。

set identity dynamic-wwnn { dynamic-wwnn | derived }

___________________
シンタックスの説明

一意のWWNNを hh:hh:hh:hh:hh:hh:hh:hh形式で作成します。dynamic-wwnn

WWNNを、プール（使用可能な場合）または製造時にハードウェア
に焼き付けられたWWNNから取得します。

derived

___________________
コマンドデフォルト ダイナミックWWNNを取得します。

___________________
コマンドモード サービスプロファイル（/org/service-profile）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、サーバによるサービスプロファイルのvHBA用のダイナミックワール

ドワイドノード名（WWNN）の取得方法を設定します。

動的割り当て用のWWN名のプールを指定するには、set identity wwnn-poolコマンドを使用しま
す。

___________________
例 次の例は、サービスプロファイルのvHBA用のダイナミックWWNNを設定する方法を示します。

server-A# scope org /
server-A /org # scope service-profile ServInst90
server-A /org/service-profile # set identity dynamic-wwnn 01:23:45:67:89:ab:cd:ef
server-A /org/service-profile* # commit-buffer
server-A /org/service-profile #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

set identity wwnn-pool

show service-profile identity
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set identity dynamic-wwpn
サーバによるダイナミックWWPNの取得方法を設定するには、set identity dynamic-wwpnコマン
ドを使用します。

set identity dynamic-wwpn { dynamic-wwpn | derived }

___________________
シンタックスの説明

一意のWWPNを hh:hh:hh:hh:hh:hh:hh:hh形式で作成します。dynamic-wwpn

WWPNを、WWPNプール（使用可能な場合）または製造時にハード
ウェアに焼き付けられたWWPNから取得します。

derived

___________________
コマンドデフォルト ダイナミックWWPNを取得します。

___________________
コマンドモード 仮想 HBA（/org/service-profile/vhba）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、サーバによるサービスプロファイルのvHBA用のダイナミックワール

ドワイドポート名（WWPN）の取得方法を設定します。

動的割り当て用のWWPNのプールを指定するには、set identity wwpn-poolコマンドを使用しま
す。

___________________
例 次の例は、サービスプロファイルのvHBA用のダイナミックWWPNを設定する方法を示します。

server-A# scope org /
server-A /org # scope service-profile ServInst90
server-A /org/service-profile # scope vhba vhba3
server-A /org/service-profile/vhba # set identity dynamic-wwpn 01:23:45:67:89:ab:cd:ef
server-A /org/service-profile/vhba* # commit-buffer
server-A /org/service-profile/vhba #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

set identity wwpn-pool
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説明コマンド

show vhba
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set identity mac-pool
動的割り当て用のMACアドレスのプールを指定するには、 set identity mac-pool コマンドを使用
します。

set identity mac-pool mac-pool

___________________
シンタックスの説明 MACアドレスプールの名前。mac-pool

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 仮想 NIC（/org/service-profile/vnic）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、サービスプロファイルの vNICに動的に割り当てるMACアドレスの

既存のプールを指定します。

___________________
例 次の例は、サービスプロファイルの vNIC用のダイナミックMACアドレスプールを指定する方

法を示します。

server-A# scope org /
server-A /org # scope service-profile ServInst90
server-A /org/service-profile # scope vnic dynamic-prot-001
server-A /org/service-profile/vnic # set identity mac-pool MyMacPool3
server-A /org/service-profile/vnic* # commit-buffer
server-A /org/service-profile/vnic #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

create mac-pool

show vnic
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set identity uuid-suffix-pool
動的割り当て用のUUID接尾辞のプールを指定するには、 set identity uuid-suffix-pool コマンドを
使用します。

set identity uuid-suffix-pool uuid-suffix-pool

___________________
シンタックスの説明 UUID接尾辞プールの名前。uuid-suffix-pool

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード サービスプロファイル（/org/service-profile）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、サービスプロファイルの vHBAに動的に割り当てる汎用一意識別子

（UUID）接尾辞の既存のプールを指定します。

___________________
例 次の例は、サービスプロファイルの UUID接尾辞プールを指定する方法を示します。

server-A# scope org /
server-A /org # scope service-profile ServInst90
server-A /org/service-profile # set identity uuid-suffix-pool MyUuidPool3
server-A /org/service-profile* # commit-buffer
server-A /org/service-profile #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

create uuid-suffix-pool

show service-profile
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set identity wwnn-pool
動的割り当て用のWWN名のプールを指定するには、 set identity wwnn-pool コマンドを使用しま
す。

set identity wwnn-pool wwnn-pool

___________________
シンタックスの説明 WWNNプールの名前。wwnn-pool

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード サービスプロファイル（/org/service-profile）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、サービスプロファイルの vHBAに動的に割り当てるワールドワイド

ノード名（WWNN）の既存のプールを指定します。

___________________
例 次の例は、サービスプロファイルのWWNNプールを指定する方法を示します。

server-A# scope org /
server-A /org # scope service-profile ServInst90
server-A /org/service-profile # set identity wwnn-pool MyWwnnPool3
server-A /org/service-profile* # commit-buffer
server-A /org/service-profile #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

create wwn-pool

show service-profile identity
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set identity wwpn-pool
動的割り当て用のワールドワイドポート名（WWPN）のプールを指定するには、 set identity
wwpn-pool コマンドを使用します。

set identity wwpn-pool wwpn-pool

___________________
シンタックスの説明 WWPNプールの名前。wwpn-pool

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 仮想 HBA（/org/service-profile/vhba）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、サービスプロファイルの vHBAに動的に割り当てるワールドワイド

ポート名（WWPN）の既存のプールを指定します。

___________________
例 次の例は、サービスプロファイルの vHBA用のダイナミックWWPNプールを指定する方法を示

します。

server-A# scope org /
server-A /org # scope service-profile ServInst90
server-A /org/service-profile # scope vhba vhba3
server-A /org/service-profile/vhba # set identity wwpn-pool MyWwpnPool13
server-A /org/service-profile/vhba* # commit-buffer
server-A /org/service-profile/vhba #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

create wwpn-pool

show vhba
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set intel-turbo-boost-config
Intel TurboBoostTechnologyをイネーブルにするかどうかを指定するには、set intel-turbo-boost-config
コマンドを使用します。

set intel-turbo-boost-config turbo-boost {disabled| enabled| platform-default}

___________________
シンタックスの説明

プロセッサは自動的に周波数を上げません。disabled

プロセッサは必要に応じて Turbo Boost Technologyを使用します。enabled

BIOSは、サーバタイプとベンダーに関する BIOSのデフォルト設定
に含まれるこのアトリビュートの値を使用します。

platform-default

___________________
コマンドデフォルト プラットフォームのデフォルト

___________________
コマンドモード BIOSポリシー（/org/bios-policy）

プラットフォームの BIOSのデフォルト（/system/server-defaults/platform/bios-settings）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.3(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、プロセッサが Intel Turbo Boost Technologyを使用するかどうかを指定し

ます。使用すると、プロセッサが電力、温度、電圧の基準を下回って動作している場合に、自動

的にプロセッサの周波数を上げることができるようになります。

___________________
例 次の例は、Intel Turbo Boost Technologyがイネーブルになるように指定する BIOSポリシーを作成

する方法を示します。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # create bios-policy bios1
switch-A /org/bios-policy* # set intel-turbo-boost-config turbo-boost enabled
switch-A /org/bios-policy* # commit-buffer
switch-A /org/bios-policy #
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

show bios-policy
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set intel-vt-config
Intel Virtualization Technologyをイネーブルにするかどうかを指定するには、set intel-vt-configコマ
ンドを使用します。

set intel-vt-config vt {disabled| enabled| platform-default}

___________________
シンタックスの説明

プロセッサはバーチャライゼーションを許可しません。disabled

プロセッサは、複数のオペレーティングシステムを独立したパーティ

ションで実行できます。

enabled

BIOSは、サーバタイプとベンダーに関する BIOSのデフォルト設定に
含まれるこのアトリビュートの値を使用します。

platform-default

___________________
コマンドデフォルト プラットフォームのデフォルト

___________________
コマンドモード BIOSポリシー（/org/bios-policy）

プラットフォームの BIOSのデフォルト（/system/server-defaults/platform/bios-settings）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.3(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、プロセッサが Intel Virtualization Technologyを使用するかどうかを指定

します。使用すると、プラットフォームは複数のオペレーティングやアプリケーションを独立し

たパーティションで実行できるようになります。

このオプションを変更した場合は、設定を有効にするためにサーバの電源を再投入する必要が

あります。

（注）
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___________________
例 次の例は、Intel Virtualization Technologyがイネーブルになるように指定するBIOSポリシーを作成

する方法を示します。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # create bios-policy bios1
switch-A /org/bios-policy* # set intel-vt-config vt enabled
switch-A /org/bios-policy* # commit-buffer
switch-A /org/bios-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show bios-policy
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set intel-vt-directed-io-config
Intel Virtualization Technology for Directed I/Oをイネーブルにするかどうかを指定するには、set
intel-vt-directed-io-configコマンドを使用します。

set intel-vt-directed-io-config {ats-support| coherency-support| interrupt-remapping| passthrough-dma|
vtd} {disabled| enabled| platform-default}

___________________
シンタックスの説明 Intel VT-d Address Translation

Services（ATS）に対するプロ
ats-support

セッサのサポートを指定しま

す。

Intel VT-d Coherencyに対するプ
ロセッサのサポートを指定しま

す。

coherency-support

Intel VT-d Interrupt Remappingに
対するプロセッサのサポートを

指定します。

interrupt-remapping

Intel VT-d PassthroughDMAに対
するプロセッサのサポートを指

定します。

passthrough-dma

Intel Virtualization Technology for
Directed I/Oに対するプロセッサ
のサポートを指定します。

vtd

該当する機能に対するプロセッ

サのサポートをディセーブルに

します。

disabled

該当する機能に対するプロセッ

サのサポートをイネーブルにし

ます。

enabled

BIOSは、サーバタイプとベン
ダーに関する BIOSのデフォル

platform-default

ト設定に含まれるこのアトリ

ビュートの値を使用します。
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___________________
コマンドデフォルト プラットフォームのデフォルト

___________________
コマンドモード BIOSポリシー（/org/bios-policy）

プラットフォームの BIOSのデフォルト（/system/server-defaults/platform/bios-settings）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.3(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、Intel Virtualization Technology for Directed I/Oに対するプロセッサのサ

ポートを指定します。

___________________
例 次の例は、Intel Virtualization Technology for Directed I/Oが Intel VT-d Interrupt Remappingとともに

イネーブルになるように指定する BIOSポリシーを作成する方法を示します。
switch-A# scope org org3
switch-A /org # create bios-policy bios1
switch-A /org/bios-policy* # set intel-vt-directed-io-config vtd enabled
switch-A /org/bios-policy* # set intel-vt-directed-io-config interrupt-remapping enabled
switch-A /org/bios-policy* # commit-buffer
switch-A /org/bios-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show bios-policy
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set interrupt coalescing-time
割り込み調停の待機時間を設定するには、 set interrupt coalescing-time コマンドを使用します。

set interrupt coalescing-time coalescing-time

___________________
シンタックスの説明 1～65535マイクロ秒の範囲で値を入力します。調停をオフにするに

は、0（ゼロ）を入力します。
coalescing-time

___________________
コマンドデフォルト 割り込み調停の時間は 125マイクロ秒です。

___________________
コマンドモード イーサネットアダプタポリシー（/org/eth-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、次の割り込みまでの待機時間（割り込みを送信する前に経過する必要

があるアイドル期間）を設定します。調停の動作は、 set interrupt coalescing-type コマンドによっ
て指定します。

___________________
例 次の例は、割り込み調停を使用してイーサネットポリシーを設定する方法を示します。

switch-A# scope org
switch-A /org # enter eth-policy EthPolicy19
switch-A /org/eth-policy # set interrupt coalescing-time 1000
switch-A /org/eth-policy* # set interrupt coalescing-type min
switch-A /org/eth-policy* # commit-buffer
switch-A /org/eth-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

set interrupt coalescing-type

show eth-policy
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set interrupt coalescing-type
割り込み調停の動作を設定するには、 set interrupt coalescing-type コマンドを使用します。

set interrupt coalescing-type { idle | min }

___________________
シンタックスの説明

システムは、新しい割り込みイベントを送信する前に、非アクティブな期間が

調停時間を超えるまで待機します。

idle

システムは、新しい割り込みイベントを送信する前に、調停時間が経過するま

で待機します。

min

___________________
コマンドデフォルト 割り込み調停のタイプは minです。

___________________
コマンドモード イーサネットアダプタポリシー（/org/eth-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、割り込み調停の動作を設定します。待機する調停時間は、 set interrupt

coalescing-time コマンドによって指定します。

___________________
例 次の例は、割り込み調停を使用してイーサネットポリシーを設定する方法を示します。

switch-A# scope org
switch-A /org # enter eth-policy EthPolicy19
switch-A /org/eth-policy # set interrupt coalescing-time 1000
switch-A /org/eth-policy* # set interrupt coalescing-type min
switch-A /org/eth-policy* # commit-buffer
switch-A /org/eth-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

set interrupt coalescing-time

show eth-policy
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set interrupt count
割り当てる割り込みリソースの数を設定するには、 set interrupt count コマンドを使用します。

set interrupt count count

___________________
シンタックスの説明 1～ 514の範囲で値を入力します。count

___________________
コマンドデフォルト 割り込み回数は 4です。

___________________
コマンドモード イーサネットアダプタポリシー（/org/eth-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、割り当てる割り込みリソースの数を設定します。通常は、完了キュー

ごとに 1つの割り込みリソースを割り当てる必要があります。

___________________
例 次の例は、イーサネットアダプタポリシーの割り込みリソースを設定する方法を示します。

switch-A# scope org
switch-A /org # enter eth-policy EthPolicy19
switch-A /org/eth-policy # set interrupt count 32
switch-A /org/eth-policy* # commit-buffer
switch-A /org/eth-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show eth-policy
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set interrupt mode
割り込みモードを設定するには、 set interrupt mode コマンドを使用します。

set interrupt mode {intx| msi| msi-x}

___________________
シンタックスの説明

ライン割り込みintx

メッセージシグナル割り込み（MSI）msi

拡張メッセージシグナル割り込みmsi-x

___________________
コマンドデフォルト 割り込みモードは msi-xです。

___________________
コマンドモード イーサネットアダプタポリシー（/org/eth-policy）

ファイバチャネルアダプタポリシー（/org/fc-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、イーサネットアダプタまたはファイバチャネルアダプタの割り込み

モードを設定します。次のいずれかのモードを指定できます。

• intx：ライン割り込み

• msi：メッセージシグナル割り込み

• msi-x：拡張メッセージシグナル割り込み

___________________
例 次の例は、イーサネットアダプタポリシーの割り込みモードを設定する方法を示します。

switch-A# scope org
switch-A /org # enter eth-policy EthPolicy19
switch-A /org/eth-policy* # set interrupt mode msi
switch-A /org/eth-policy* # commit-buffer
switch-A /org/eth-policy #
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

show eth-policy

show fc-policy
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set interval-days
定期的な Call Homeインベントリメッセージ間の日数を設定するには、 set interval-days コマン
ドを使用します。

set interval-days days

___________________
シンタックスの説明

インベントリメッセージ間の日数。days

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード インベントリ（/monitoring/callhome/inventory）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(2)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、定期的な Call Homeインベントリメッセージ間の日数を設定します。

指定できる範囲は 0～ 30日です。デフォルトは 7日です。

___________________
例 次の例は、Call Homeインベントリメッセージが 14日間隔で毎回 17:30に送信されるように設定

する方法を示します。

switch-A# scope monitoring
switch-A /monitoring # scope callhome
switch-A /monitoring/callhome # scope inventory
switch-A /monitoring/callhome/inventory # set send-periodically on
switch-A /monitoring/callhome/inventory* # set interval-days 14
switch-A /monitoring/callhome/inventory* # set timeofday-hour 17
switch-A /monitoring/callhome/inventory* # set timeofday-minute 30
switch-A /monitoring/callhome/inventory* # commit-buffer
switch-A /monitoring/callhome/inventory #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

set send-periodically

set timeofday-hour

set timeofday-minute
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説明コマンド

show inventory
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set ipmi-access-profile
IPMIアクセスプロファイルを設定するには、 set ipmi-access-profile コマンドを使用します。

set ipmi-access-profile name

___________________
シンタックスの説明 IPMIアクセスプロファイル名。有効な値の範囲は 1～ 16です。name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード サービスプロファイル（/org/service-profile）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、サービスプロファイルモードの開始に使用されたサービスプロファ

イルを、指定 IPMIアクセスプロファイルと関連付けます。

___________________
例 次の例は、IPMIアクセスプロファイルを設定する方法を示します。

switch-A# scope org org10
switch-A /org # scope service-profile servProf10
switch-A /org/service-profile # set ipmi-access-profile iaP10
switch-A /org/service-profile* # commit-buffer
switch-A /org/service-profile #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show association

show service-profile
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set key（サーバ）
認証サーバに接続するためのサーバキーを設定するには、set keyコマンドを使用します。

set key

構文の説明

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード TACACSのサーバ（/security/tacacs/server）

LDAPのサーバ（/security/ldap/server）

RADIUSのサーバ（/security/radius/server）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを入力すると、キーの値を 2回入力するように求められます。コマンドラインに入

力したキーは表示されません。

キーは最大 33文字です。

___________________
例 次の例は、LDAPモードでサーバのキーを設定する方法を示します。

switch-A#scope security
switch-A /security # scope ldap
switch-A /security/ldap # scope server 192.0.20.246
switch-A /security/ldap/server # set key
Enter the key:
Confirm the key:
switch-A /security/ldap/server* # commit-buffer
switch-A /security/ldap/server #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show ldap

show server
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set key（拡張キー）
マスター拡張キーを設定するには、拡張キーモードで set keyコマンドを使用します。

set key key-name

___________________
シンタックスの説明

キーの名前。キーを識別する一意の数字または文字のセット。有効な文

字数は 1～ 33です。
key-name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 拡張キー（/system/vm-mgmt/extension-key）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
例 次の例は、マスター拡張キーを設定する方法を示します。

switch-A# scope system
switch-A /system # scope vm-mgmt
switch-A /system/vm-mgmt # scope extension-key
switch-A /system/vm-mgmt/extension-key # set key K1
switch-A /system/vm-mgmt/extension-key* # commit-buffer

switch-A /system/vm-mgmt/extension-key #
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set lastname
ユーザ名の姓を設定するには、 set lastname コマンドを使用します。

set lastname name

___________________
シンタックスの説明

姓。有効な値の範囲は 1～ 16です。name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ローカルユーザ（/security/local-user）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例は、ユーザ名の姓を設定する方法を示します。

switch-A#scope security
switch-A /security # scope local-user lu1
switch-A /security/local-user # set lastname foo
switch-A /security/local-user* # commit-buffer
switch-A /security/local-user #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show local-user

show remote-user
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set level
Call Homeメッセージを緊急性のレベルに応じてフィルタ処理するには、 set level コマンドを使
用します。

set level { disaster | fatal | critical | major | minor | warning | notification | normal | debug }

___________________
シンタックスの説明

災害レベル（8）disaster

重大レベル（7）fatal

緊急レベル（6）critical

メジャーレベル（5）major

マイナーレベル（4）minor

警告レベル（3）warning

通知レベル（2）notification

通常レベル（1）normal

デバッグレベル（0）debug

___________________
コマンドデフォルト デフォルトのレベルは normalです。

___________________
コマンドモード プロファイル（/monitoring/callhome/profile）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(2)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、CallHomeメッセージを緊急性のレベルに応じてフィルタ処理します。

Call Homeメッセージを生成する最小限の緊急性レベルを選択します。緊急性は disaster（8）が最
も高く、debug（0）が最も低くなります。緊急性レベルが設定した値より低いメッセージは送信
されません。
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___________________
例 次の例は、Call Homeメッセージを送信するしきい値の緊急性レベルを criticalに設定する方法を

示します。

switch-A# scope monitoring
switch-A /monitoring # scope callhome
switch-A /monitoring/callhome # enter profile TestProfile
switch-A /monitoring/callhome/profile* # set level critical
switch-A /monitoring/callhome/profile* # commit-buffer
switch-A /monitoring/callhome/profile #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show callhome
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set local-disk-policy
ローカルディスクポリシーを設定するには、 set local-disk-policy コマンドを使用します。

set local-disk-policy name

___________________
シンタックスの説明

ローカルディスクポリシー名。有効な値の範囲は 1～ 16です。name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード サービスプロファイル（/org/service-profile）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、サービスプロファイルモードの開始に使用されたサービスプロファ

イルを、指定ローカルディスクポリシーと関連付けます。

___________________
例 次の例は、ローカルディスクポリシーを設定する方法を示します。

switch-A# scope org org10
switch-A /org # scope service-profile servProf10
switch-A /org/service-profile # set local-disk-policy ldiskP10
switch-A /org/service-profile* # commit-buffer
switch-A /org/service-profile #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show association

show service-profile
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set lun
LUN名を設定するには、 set lun コマンドを使用します。

set lun name

___________________
シンタックスの説明 LUN名。有効な値の範囲は 1～ 16です。name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード SANイメージパス（/org/boot-policy/storage/san-image/path）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例は、LUN名を設定する方法を示します。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # scope boot-policy bp10a
switch-A /org/boot-policy # scope storage
switch-A /org/boot-policy/storage # scope san-image primary
switch-A /org/boot-policy/storage/san-image # scope path primary
switch-A /org/service-profile/storage/san-image/path # set lun lun100
switch-A /org/service-profile/path* # commit-buffer
switch-A /org/service-profile/path #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show path

show storage
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set lv-dimm-support-config
システムがメモリの低電圧動作と高周波数動作のどちらを優先するかを指定するには、set
lv-dimm-support-configコマンドを使用します。

set lv-dimm-support-config lv-ddr-mode {performance-mode| power-saving-mode| platform-default}

___________________
シンタックスの説明

システムは、低電圧動作よりも高周波数動作を優先します。performance-mode

システムは、メモリの高周波数動作よりも低電圧動作を優先しま

す。

power-saving-mode

BIOSは、サーバタイプとベンダーに関するBIOSのデフォルト設
定に含まれるこのアトリビュートの値を使用します。

platform-default

___________________
コマンドデフォルト プラットフォームのデフォルト

___________________
コマンドモード BIOSポリシー（/org/bios-policy）

プラットフォームの BIOSのデフォルト（/system/server-defaults/platform/bios-settings）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.3(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、システムがメモリの低電圧動作と高周波数動作のどちらを優先するか

を指定します。 power-saving-modeオプションを選択すると、低電圧を維持するためにメモリの
周波数が下がることがあります。

___________________
例 次の例は、低電圧動作よりも高周波数動作を優先するBIOSポリシーを作成する方法を示します。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # create bios-policy bios1
switch-A /org/bios-policy* # set lv-dimm-support-config lv-ddr-mode performance-mode
switch-A /org/bios-policy* # commit-buffer
switch-A /org/bios-policy #
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

show bios-policy
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set mac aging
MACエージングを設定するには、 set mac agingコマンドを使用します。

set mac-aging {number-of-days number-of-hours number -of-minutes number-of-seconds | mode-default |
never}

___________________
シンタックスの説明

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード イーサネットアップリンク（/eth-uplink）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン

___________________
例 次の例は、MACエージングを設定する方法を示します。

switch-A# scope eth-uplink
switch-A /eth-uplink # set mac-aging 359 11 59 59
switch-A /eth-uplink* # commit-buffer
switch-A /eth-uplink #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

set mode（イーサネットアップリンク）

show eth-uplink

show
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set mac-pool
vNICテンプレート用のMACアドレスのプールを指定するには、 set mac-pool コマンドを使用し
ます。

set mac-pool mac-pool

___________________
シンタックスの説明 MACアドレスプールの名前。mac-pool

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 仮想 NICテンプレート（/org/vnic-templ）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、vNIC（仮想ネットワークインターフェイスカード）テンプレートに

動的に割り当てるMACアドレスの既存のプールを指定します。

___________________
例 次の例は、vNIC用のMACアドレスプールを指定する方法を示します。

switch-A# scope org org10
switch-A /org # scope vnic-templ sp10
switch-A /org/vnic-templ # set mac-pool pool192
switch-A /org/vnic-templ* # commit-buffer
switch-A /org/vnic-templ #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show vnic-templ
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set maxcap
最大容量を設定するには、 set maxcap コマンドを使用します。

set maxcap { max-cap | unspecified }

___________________
シンタックスの説明

最大容量。有効な値の範囲は 0～ 9223372036854775807です。max-cap

未指定容量を指定します。unspecified

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ストレージ（/org/server-qual/storage）

メモリ（/org/server-qual/memory）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、メモリ配列の最大容量を指定します。

___________________
例 次の例は、最大容量を設定する方法を示します。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # scope server-qual sq3
switch-A /org/server-qual # scope storage
switch-A /org/service-qual/storage # set maxcap 10000000
switch-A /org/service-qual/storage* # commit-buffer
switch-A /org/service-qual/storage #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show memory

show storage
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set maxcores
最大コア数を設定するには、 set maxcores コマンドを使用します。

set maxcores { max-cores | unspecified }

___________________
シンタックスの説明

最大コア数。有効な値の範囲は 0～ 65535です。max-cores

未指定コア数を指定します。unspecified

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード プロセッサ（/org/server-qual/processor）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、プロセッサコアの最大数を指定します。

___________________
例 次の例は、最大コア数を設定する方法を示します。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # scope server-qual squal10
switch-A /org/server-qual # scope processor
switch-A /org/server-qual/processor # set maxcores 100
switch-A /org/server-qual/processor* # commit-buffer
switch-A /org/server-qual/processor #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show memory

show processor

   Cisco UCS Manager CLI コマンドリファレンスリリース 1.3(1)
708 OL-22880-03-J  

コマンド

set maxcores



set max-field-size
ファイバチャネルインターフェイスの最大データフィールドサイズを設定するには、set
max-field-sizeコマンドを使用します。

set max-field-size max-field-size

___________________
シンタックスの説明

最大データフィールドサイズ。指定できる範囲は 256～ 2112バイト
です。デフォルトは 2048です。

max-field-size

___________________
コマンドデフォルト 最大データフィールドサイズは 2048です。

___________________
コマンドモード 仮想 HBA（/org/service-profile/vhba）

仮想 HBAテンプレート（/org/vhba-templ）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、vHBA（仮想ホストバスアダプタ）内のファイバチャネルインター

フェイスの最大データフィールドサイズを設定します。

___________________
例 次の例は、vHBAテンプレート内のファイバチャネルインターフェイスの最大データフィールド

サイズを設定する方法を示します。

switch-A# scope org org10
switch-A /org # scope vhba-templ sp10
switch-A /org/vhba-templ # set max-field-size 512
switch-A /org/vhba-templ* # commit-buffer
switch-A /org/vhba-templ #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show vhba-templ
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set maximum
最大を設定するには、 set maximum コマンドを使用します。

set maximum { maximum | unspecified }

___________________
シンタックスの説明

最大maximum

未指定最大を指定します。unspecified

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 容量資格情報（/org/server-qual/adapter/cap-qual）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、選択されたアダプタタイプの最大容量を指定します。

___________________
例 次の例は、最大を設定する方法を示します。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # scope server-qual sq100
switch-A /org/server-qual # scope adapter
switch-A /org/server-qual/adapter # scope cap-qual fcoe
switch-A /org/server-qual/adapter/cap-qual # set maximum 100
switch-A /org/server-qual/adapter/cap-qual # commit-buffer
switch-A /org/server-qual/adapter/cap-qual #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show adapter

show cap-qual
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set max-ports
ポートプロファイルで使用できるポートの最大数を設定するには、set max-portsコマンドを使用
します。

set max-ports maximun-number

___________________
シンタックスの説明

ポートの最大数。有効な値の範囲は 1～ 4096です。maximun-number

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ポートプロファイル（/system/vm-mgmt/vmware/profile-set/port-profile）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン 1つの分散仮想スイッチ（DVS）に関連付けることができるポートの最大数は 4096です。 DVS

に関連付けられたポートプロファイルが1つだけの場合は、そのポートプロファイルに最大4096
個のポートを設定できます。しかし、DVSに関連付けられたポートプロファイルが複数ある場
合は、それらのポートプロファイルに関連付けられたポートの総数が 4096を超えることはでき
ません。

___________________
例 次の例は、ポートプロファイルで使用できるポートの最大数を設定する方法を示します。

switch-A# scope system
switch-A /system # scope vm-mgmt
switch-A /system/vm-mgmt # scope vmware
switch-A /system/vm-mgmt/vmware # scope profile-set
switch-A /system/vm-mgmt/vmware/profile-set # scope port-profile
switch-A /system/vm-mgmt/vmware/profile-set/port-profile # set max-ports 100
switch-A /system/vm-mgmt/vmware/profile-set/port-profile* # commit-buffer
switch-A /system/vm-mgmt/vmware/profile-set/port-profile #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show client
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説明コマンド

show port-profile
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set maxprocs
プロセッサの最大数を設定するには、 set maxprocs コマンドを使用します。

set maxprocs { maxprocs | unspecified }

___________________
シンタックスの説明

プロセッサの最大数。有効な値の範囲は 0～ 65535です。max-procs

プロセッサの未指定数を指定します。unspecified

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード プロセッサ（/org/server-qual/processor）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例は、プロセッサの最大数を設定する方法を示します。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # scope server-qual squal10
switch-A /org/server-qual # scope processor
switch-A /org/server-qual/processor # set maxprocs 10
switch-A /org/server-qual/processor* # commit-buffer
switch-A /org/server-qual/processor #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show memory

show processor
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set maxsize
Call Homeメッセージの最大宛先メッセージサイズを設定するには、 set maxsize コマンドを使用
します。

set maxsize maxsize

___________________
シンタックスの説明

最大メッセージサイズ（バイト単位）。maxsize

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード プロファイル（/monitoring/callhome/profile）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(2)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、Call Homeメッセージの最大宛先メッセージサイズを設定します。指

定できる範囲は 0～ 5000000バイトです。デフォルトは 1000000です。

フルテキストメッセージおよび xmlメッセージの推奨最大サイズは 5000000です。ショートテキ
ストメッセージの推奨最大サイズは 100000です。 CiscoTAC-1に送信されるメッセージの最大
メッセージサイズは 5000000にする必要があります。

___________________
例 次の例は、Call Homeメッセージの最大サイズを 10000バイトに設定する方法を示します。

switch-A# scope monitoring
switch-A /monitoring # scope callhome
switch-A /monitoring/callhome # enter profile TestProfile
switch-A /monitoring/callhome/profile* # set maxsize 10000
switch-A /monitoring/callhome/profile* # commit-buffer
switch-A /monitoring/callhome/profile #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

set format

show callhome
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set maxthreads
スレッドの最大数を設定するには、 set maxthreads コマンドを使用します。

set maxthreads { maxthreads | unspecified }

___________________
シンタックスの説明

スレッドの最大数。有効な値の範囲は 0～ 65535です。max-threads

未指定スレッド数を指定します。unspecified

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード プロセッサ（/org/server-qual/processor）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例は、最大スレッド数を設定する方法を示します。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # scope server-qual squal10
switch-A /org/server-qual # scope processor
switch-A /org/server-qual/processor # set maxthreads 10
switch-A /org/server-qual/processor* # commit-buffer
switch-A /org/server-qual/processor #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show memory

show processor
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set memory-mirroring-mode
メモリのミラーリングをイネーブルにして設定するには、setmemory-mirroring-modeコマンドを
使用します。

set memory-mirroring-mode mirroring-mode {intersocket| intrasocket| platform-default}

___________________
シンタックスの説明

異なるCPUソケットに含まれる2つの統合メモリコントローラ（IMC）
間でメモリがミラーリングされます。

intersocket

同じソケットに含まれる 1つの IMCがもう 1つの IMCでミラーリング
されます。

intrasocket

BIOSは、サーバタイプとベンダーに関する BIOSのデフォルト設定に
含まれるこのアトリビュートの値を使用します。

platform-default

___________________
コマンドデフォルト プラットフォームのデフォルト

___________________
コマンドモード BIOSポリシー（/org/bios-policy）

プラットフォームの BIOSのデフォルト（/system/server-defaults/platform/bios-settings）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.3(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、メモリのミラーリングをイネーブルにして設定します。ミラーリング

によって、メモリ内に同じデータイメージが 2つ保持され、システムの信頼性が向上します。

___________________
例 次の例は、ソケット間のメモリミラーリングをイネーブルにする方法を示します。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # create bios-policy bios1
switch-A /org/bios-policy* # set memory-mirroring-mode mirroring-mode intersocket
switch-A /org/bios-policy* # commit-buffer
switch-A /org/bios-policy #
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

show bios-policy

Cisco UCS Manager CLI コマンドリファレンスリリース 1.3(1)    
   OL-22880-03-J 717

コマンド

set memory-mirroring-mode



set memory-ras-config
メモリの RAS（信頼性、可用性、サービス性）設定を指定するには、set memory-ras-configコマ
ンドを使用します。

set memory-ras-config ras-config {lockstep| maximum performance| mirroring| platform-default}

___________________
シンタックスの説明 DIMMペアのメモリアクセス

遅延を最小限に抑えます。

lockstep

システムのパフォーマンスが最

適化されます。

maximum performance

システムメモリの半分をバック

アップとして使用することによ

mirroring

り、システムの信頼性が最適化

されます。

BIOSは、サーバタイプとベン
ダーに関する BIOSのデフォル

platform-default

ト設定に含まれるこのアトリ

ビュートの値を使用します。

___________________
コマンドデフォルト プラットフォームのデフォルト

___________________
コマンドモード BIOSポリシー（/org/bios-policy）

プラットフォームの BIOSのデフォルト（/system/server-defaults/platform/bios-settings）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.3(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、メモリの RAS（信頼性、可用性、サービス性）設定を指定します。

サーバのDIMMペアが同じタイプ、サイズ、構成であり、複数のSMIチャネルにまたがって装着
されている場合は、lockstepモードをイネーブルにすることにより、メモリアクセス遅延を最小
限に抑えてパフォーマンスを向上させることができます。B400サーバでは lockstepがデフォルト
でイネーブルになっています。
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___________________
例 次の例は、lockstepモードを設定する方法を示します。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # create bios-policy bios1
switch-A /org/bios-policy* # set memory-ras-config ras-config lockstep
switch-A /org/bios-policy* # commit-buffer
switch-A /org/bios-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show bios-policy
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set mgmt-fw-policy
管理ファームウェアポリシーを設定するには、 set mgmt-fw-policy コマンドを使用します。

set mgmt-fw-policy name

___________________
シンタックスの説明

管理ファームウェアポリシー名。有効な値の範囲は 1～ 16です。name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード サービスプロファイル（/org/service-profile）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、サービスプロファイルモードの開始に使用されたサービスプロファ

イルを、指定管理ファームウェアポリシーと関連付けます。

___________________
例 次の例は、管理ファームウェアポリシーを設定する方法を示します。

switch-A# scope org org10
switch-A /org # scope service-profile servProf10
switch-A /org/service-profile # set mgmt-fw-policy mfwP10
switch-A /org/service-profile* # commit-buffer
switch-A /org/service-profile #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show association

show service-profile
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set mincap
最小容量を設定するには、 set mincap コマンドを使用します。

set mincap { mincap | unspec }

___________________
シンタックスの説明

最大容量。有効な値の範囲は 0～ 9223372036854775807です。min-cap

未指定容量を指定します。unspecified

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ストレージ（/org/server-qual/storage）

メモリ（/org/server-qual/memory）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、メモリ配列の最小容量を指定します。

___________________
例 次の例は、最小容量を設定する方法を示します。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # scope server-qual sq3
switch-A /org/server-qual # scope storage
switch-A /org/service-qual/storage # set mincap 1000000
switch-A /org/service-qual/storage* # commit-buffer
switch-A /org/service-qual/storage #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show memory

show storage
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set mincores
最小コア数を設定するには、 set mincores コマンドを使用します。

set mincores { mincores | unspecified }

___________________
シンタックスの説明

最小コア数。有効な値の範囲は 0～ 65535です。min-cores

未指定コア数を指定します。unspecified

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード プロセッサ（/org/server-qual/processor）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、プロセッサコアの最小数を指定します。

___________________
例 次の例は、最小コア数を設定する方法を示します。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # scope server-qual squal10
switch-A /org/server-qual # scope processor
switch-A /org/server-qual/processor # set mincores 2
switch-A /org/server-qual/processor* # commit-buffer
switch-A /org/server-qual/processor #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show memory

show processor
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set minprocs
プロセッサの最小数を設定するには、 set minprocs コマンドを使用します。

set minprocs { min-procs | unspecified }

___________________
シンタックスの説明

プロセッサの最小数。有効な値の範囲は 0～ 65535です。min-procs

プロセッサの未指定数を指定します。unspecified

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード プロセッサ（/org/server-qual/processor）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例は、プロセッサの最大数を設定する方法を示します。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # scope server-qual squal10
switch-A /org/server-qual # scope processor
switch-A /org/server-qual/processor # set minprocs 1
switch-A /org/server-qual/processor* # commit-buffer
switch-A /org/server-qual/processor #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show memory

show processor
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set minthreads
最小スレッド数を設定するには、 set minthreads コマンドを使用します。

set minthreads { min-threads | unspecified }

___________________
シンタックスの説明

最小スレッド数。有効な値の範囲は 0～ 65535です。min-threads

未指定スレッド数を指定します。unspecified

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード プロセッサ（/org/server-qual/processor）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例は、最小スレッド数を設定する方法を示します。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # scope server-qual squal10
switch-A /org/server-qual # scope processor
switch-A /org/server-qual/processor # set minthreads 1
switch-A /org/server-qual/processor* # commit-buffer
switch-A /org/server-qual/processor #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show memory

show processor
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set mode（イーサネットアップリンク）
イーサネットスイッチングモードを設定するには、set modeコマンドを使用します。

set mode { end-host | switch }

___________________
シンタックスの説明

エンドホストイーサネットスイッチングモードを

指定します。

end-host

スイッチイーサネットスイッチングモードを指定し

ます。

switch

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード イーサネットアップリンク（/eth-uplink）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン イーサネットスイッチングモードは、サーバ間のスイッチング装置としてスイッチがどのように

動作するのかを決定します。エンドホストモードにより、スイッチはネットワークのエンドホ

ストとして動作し、vNICおよびネットワークを通じてこれに接続されるすべてのサーバ（ホス
ト）の代表として機能するようになります。スイッチモードは従来のイーサネットスイッチン

グモードです。

___________________
例 次の例は、イーサネットスイッチングモードをエンドホストモードに設定する方法を示します。

switch-A# scope eth-uplink
switch-A /eth-uplink # set mode end-host
switch-A /eth-uplink* # commit-buffer
switch-A /eth-uplink #
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set mode（ファームウェアパック）
ファームウェアパックモードを設定するには、set modeコマンドを使用します。

set mode { one-shot | staged }

___________________
シンタックスの説明 1ショットを指定します。one-shot

ステージを指定します。staged

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ファームウェア管理パック（/org/fw-mgmt-pack）

ファームウェアホストパック（/org/fw-host-pack）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

このコマンドは削除されました。1.1(1)

___________________
例 次の例は、ファームウェアパックモードを設定する方法を示します。

switch-A# scope org /
switch-A /org # scope fw-host-pack Pack10
switch-A /org/fw-host-pack # set one-shot
switch-A /org/fw-host-pack* # commit-buffer
switch-A /org/fw-host-pack #
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set mode（ローカルディスク）
ローカルディスクポリシーモードを設定するには、set modeコマンドを使用します。

set mode { any-configuration| no-local-storage | no-raid| raid-0-striped| raid-1-mirrored |
raid-5-striped-parity | raid-6-striped-dual-parity| raid10-mirrored-and-striped}

___________________
シンタックスの説明

ローカルディスクの任意の設定を指定します。any-configuration

ローカルストレージを指定しません。no-local-storage

ローカルディスクに RAID設定を指定しません。no-raid

ローカルディスクにRAID0ストライピングを指定し
ます。

raid-0-striped

ローカルディスクにRAID1ミラーリングを指定しま
す。

raid-1-mirrored

ローカルディスクにRAID5パリティ付きストライピ
ングを指定します。

raid-5-striped-parity

ローカルディスクに RAID 6デュアルパリティ付き
ストライピングを指定します。

raid-6-striped-dual-parity

ローカルディスクにRAID1ミラーリングおよびスト
ライピングを指定します。

raid-10-mirrored-and-striped

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 組織のローカルディスク設定ポリシー（/org/local-disk-config）

サービスプロファイルのローカルディスク設定（/org/service-profile/local-disk-config）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

基本的な raid-mirrored および raid-striped キーワードが削除され、
より具体的なキーワードが追加されました。

1.3(1)
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___________________
使用上のガイドライン このディスクポリシーは、ローカルドライブのオンボードRAIDコントローラを通じて、サーバ

上にインストールされているオプションの SASローカルドライブを設定します。このポリシー
では、ローカルディスク設定ポリシーをインクルードしているサービスプロファイルに関連付け

られたすべてのサーバに対してローカルディスクモードを設定できます。一般的なディスクモー

ドには次のものがあります。

• AnyConfiguration：変更なしのローカルディスク設定を転送するサーバ設定で使用します。

• No Local Storage：ディスクレスワークステーションまたは SAN専用の設定で使用します。
このオプションを選択する場合、このポリシーを使用する任意のサービスプロファイルを、

ローカルディスクを持つサーバに関連付けることができません。

• NoRAID：RAIDを削除し、ディスクMBRおよびペイロードを変更しない状態のままにする
サーバ設定で使用します。

• RAID Mirrored：2ディスクの RAID 1サーバ設定で使用します。

• RAID Striped：2ディスクの RAID 0サーバ設定で使用します。

このポリシーはサービスプロファイルにインクルードする必要があります。また、このサービス

プロファイルを有効にするには、サーバに関連付ける必要があります。

___________________
例 次の例では、ローカルディスクコンフィギュレーションモードを設定する方法を示します。

switch-A# scope org org10
switch-A /org # enter local-disk-config-policy DiskPolicy12
switch-A /org/local-disk-config-policy* # set mode raid-5-striped-parity
switch-A /org/local-disk-config-policy* # commit-buffer
switch-A /org/local-disk-config-policy #
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set model-regex
正規表現を使用してモデル情報をフィルタ処理するには、setmodel-regexコマンドを使用します。

set model-regex regex

___________________
シンタックスの説明

最大 256文字の正規表現。regex

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード アダプタ容量資格情報（/org/server-qual/adapter/cap-qual）

CPU資格情報（/org/server-qual/cpu）

プロセッサ資格情報（/org/server-qual/processor）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

プロセッサ資格情報モードが CPU資格情報モードに置き換えられ
ました。

1.3(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、サーバプール資格情報フィルタを実装します。 Perl言語と互換性があ

る正規表現を使用して、アダプタまたは CPUのモデル情報をフィルタ処理できます。

___________________
例 次の例は、Intelの 2.27GHzプロセッサだけを選択するサーバプール資格情報フィルタを作成する

方法を示します。

switch-A# scope org org120
switch-A /org # scope server-qual sq20
switch-A /org/server-qual # create cpu
switch-A /org/server-qual/cpu* # set model-regex Intel.*2.27GHz
switch-A /org/server-qual/cpu* # commit-buffer
switch-A /org/server-qual/cpu #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show cap-qual
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説明コマンド

show cpu
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set module
特定のモジュールに対する管理ロギングのしきい値を指定するには、 set module コマンドを使用
します。

set module module-name { crit | major| minor| warn| info| debug4 | debug3 | debug2 | debug1 | debug0
}

___________________
シンタックスの説明

特定のモジュールの名前module-name

緊急（最高）レベルcrit

メジャーレベルmajor

マイナーレベルminor

警告レベルwarn

情報レベルinfo

デバッグ 4レベルdebug4

デバッグ 3レベルdebug3

デバッグ 2レベルdebug2

デバッグ 1レベルdebug1

デバッグ 0（最低）レベルdebug0

___________________
コマンドデフォルト 管理ロギングのデフォルトのしきい値は infoです。

___________________
コマンドモード 管理ロギング（/monitoring/sysdebug/mgmt-logging）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)
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___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、特定のモジュールに対する管理ロギングのしきい値を指定します。し

きい値のオプションは、「構文の説明」に緊急性の高い順に示されています。

___________________
例 次の例は、特定のモジュールに対する管理ロギングのしきい値を majorに設定する方法を示しま

す。

switch-A# scope monitoring
switch-A /monitoring # scope sysdebug
switch-A /monitoring/sysdebug # scope mgmt-logging
switch-A /monitoring/sysdebug/mgmt-logging # set module test13 major
switch-A /monitoring/sysdebug/mgmt-logging* # commit-buffer
switch-A /monitoring/sysdebug/mgmt-logging #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show（管理ロギング）
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set modulus
キーリングのキーの長さを選択するには、 set modulus コマンドを使用します。

set modulus {mod1024 | mod1536 | mod2048 | mod512 }

___________________
シンタックスの説明

キーのサイズは 1024ビットです。mod1024

キーのサイズは 1536ビットです。mod1536

キーのサイズは 2048ビットです。mod2048

キーのサイズは 512ビットです。mod512

___________________
コマンドデフォルト キーのサイズは 1024ビットです。

___________________
コマンドモード キーリング（/security/keyring）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、キーリングのキーの長さを選択します。

___________________
例 次の例は、キーリングのキーの長さとして 1536ビットを選択する方法を示します。

switch-A# scope security
switch-A /security # scope keyring MyKR05
switch-A /security/keyring # set modulus mod1536
switch-A /security/keyring* # commit-buffer
switch-A /security/keyring #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show keyring
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set mtu
Maximum Transmission Unit（MTU;最大伝送ユニット）を設定するには、 set mtu コマンドを使用
します。

set mtu { mtu | fc | normal }

___________________
シンタックスの説明 MTU。有効な値の範囲は 1538～ 9216です。mtu

ファイバチャネルMTUを指定します。fc

通常MTUを指定します。normal

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 分類されたイーサネット（/eth-server/qos/eth-classified）

イーサネットデフォルト（/eth-server/qos/eth-default）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例は、MTUを設定する方法を示します。

switch-A# scope eth-server
switch-A /eth-server # scope qos
switch-A /eth-server/qos # scope eth-classified
switch-A /eth-server/qos/eth-classified # set mtu fc
switch-A /eth-server/qos/eth-classified* # commit-buffer
switch-A /eth-server/qos/eth-classified #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show eth-best-effort

show eth-classified

   Cisco UCS Manager CLI コマンドリファレンスリリース 1.3(1)
734 OL-22880-03-J  

コマンド

set mtu



set mtu（イーサネットベストエフォート）
Maximum Transmission Unit（MTU;最大伝送ユニット）を設定するには、イーサネットベストエ
フォートモードで set mtu コマンドを使用します。

set mtu { mtu | fc | normal }

___________________
シンタックスの説明 MTU。有効な値の範囲は 1538～ 9216です。mtu

ファイバチャネルMTUを指定します。fc

通常MTUを指定します。normal

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード イーサネットベストエフォート（/eth-server/qos/eth-best-effort）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン fc および normal のMTU設定は次のとおりです。

• fc：2240オクテット/バイト

• normal：1528オクテット/バイト

___________________
例 次の例は、MTUを設定する方法を示します。

switch-A# scope eth-server
switch-A /eth-server # scope qos
switch-A /eth-server/qos # scope eth-best-effort
switch-A /eth-server/qos/eth-eth-best-effort # set mtu fc
switch-A /eth-server/qos/eth-eth-best-effort* # commit-buffer
switch-A /eth-server/qos/eth-best-effort #
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

show eth-best-effort

show eth-classified
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set mtu（vNIC）
vNICのMTUを設定するには、 set mtu コマンドを使用します。

set mtu mtu

___________________
シンタックスの説明 MTU。有効な値の範囲は 1500～ 9000です。mtu

___________________
コマンドデフォルト vNICのMTUは 1500です。

___________________
コマンドモード 仮想 NICサービスプロファイル（/org/service-profile/vnic）

仮想 NICテンプレート（/org/vnic-templ）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、vNIC（仮想ネットワークインターフェイスカード）のMTU（最大伝

送ユニット）を設定します。

___________________
例 次の例は、vNICのMTUを設定する方法を示します。

switch-A# scope org org10
switch-A /org # scope vnic-templ sp10
switch-A /org/vnic-templ # set mtu 9000
switch-A /org/vnic-templ* # commit-buffer
switch-A /org/vnic-templ #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show vnic

show vnic-templ
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set multicast-optimize
クラスをマルチキャストパケット送信用に最適化するには、 set multicast-optimize コマンドを使
用します。

set multicast-optimize { no | yes }

___________________
シンタックスの説明

クラスはマルチキャストパケット送信用に最適化されません。no

クラスはマルチキャストパケット送信用に最適化されます。yes

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 分類されたイーサネット（/eth-server/qos/eth-classified）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、クラスをマルチキャストパケット送信用に最適化します。

___________________
例 次の例は、QoSブロンズクラスをマルチキャストパケット送信用に最適化する方法を示します。

switch-A# scope eth-server
switch-A /eth-server # scope qos
switch-A /eth-server/qos # scope eth-classified bronze
switch-A /eth-server/qos/eth-classified # set multicast optimize yes
switch-A /eth-server/qos/eth-classified* # commit-buffer
switch-A /eth-server/qos/eth-classified #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show eth-classified
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set multicastoptimize（イーサネットベストエフォート）
マルチキャストの最適化を設定するには、イーサネットベストエフォートモードで set
multicastoptimize コマンドを使用します。

set multicastoptimize { no | yes }

___________________
シンタックスの説明

マルチキャストの最適化をディセーブルに設定します。no

マルチキャストの最適化をイネーブルに設定します。yes

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 分類されたイーサネット（/eth-server/qos/eth-best-effort）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
例 次の例は、マルチキャストの最適化をイネーブルにする方法を示します。

switch-A# scope eth-server
switch-A /eth-server # scope qos
switch-A /eth-server/qos # scope eth-best-effort
switch-A /eth-server/qos/eth-eth-best-effort # set multicastoptimize yes
switch-A /eth-server/qos/eth-eth-best-effort* # commit-buffer
switch-A /eth-server/qos/eth-best-effort #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show eth-best-effort

show eth-classified
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set name
名前を設定するには、 set name コマンドを使用します。

set name name

___________________
シンタックスの説明

名前。有効な値の範囲は 1～ 16です。name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ポートチャネル（/eth-uplink/fabric/port-channel）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例は、名前を設定する方法を示します。

switch-A# scope eth-uplink
switch-A /eth-uplink # scope switch
switch-A /eth-uplink/switch # scope port-channel 10
switch-A /eth-uplink/switch/port-channel # set name pc10
switch-A /eth-uplink/switch/port-channel* # commit-buffer
switch-A /eth-uplink/switch/port-channel #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show member-port

show port-channel
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set native
VLANをネイティブ VLANとして設定するには、 set native コマンドを使用します。

set native { no | yes }

___________________
シンタックスの説明

現在の VLANをネイティブ VLANとして指定しません。no

現在の VLANをネイティブ VLANとして指定します。yes

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード イーサネットアップリンクファブリック VLAN（/eth-uplink/fabric/vlan）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、VLANをネイティブ VLANとして設定します。

ネイティブ VLANとして存在できる VLANは 1つだけです。複数の VLANをネイティブ
VLANとして設定すると、最後に設定した VLANがネイティブ VLANになります。

（注）

___________________
例 次の例は、現在の VLANをネイティブ VLANとして設定する方法を示します。

switch-A# scope eth-uplink
switch-A /eth-uplink # scope fabric a
switch-A /eth-uplink/fabric # create vlan finance 3955
switch-A /eth-uplink/fabric/vlan* # set native
switch-A /eth-uplink/fabric/vlan* # commit-buffer
switch-A /eth-uplink/fabric/vlan #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show vlan
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set normal-value
プロパティの値を設定するには、 set normal-value コマンドを使用します。

set normal-value value

___________________
シンタックスの説明

クラス内のプロパティの値。有効な値の範囲は 0～ 9223372036854775807
です。

value

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード イーサネットアップリンク（/eth-uplink/stats-threshold-policy/class/property）

ファイバチャネル（/fc-uplink/stats-threshold-policy/class/property）

イーサネットサーバ（/eth-server/stats-threshold-policy/class/property）

組織（/org/stats-threshold-policy/class/property）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0

___________________
使用上のガイドライン set normal-valueコマンドを実行するには、クラスとプロパティが作成されている必要がありま

す。このコマンドは、作成したプロパティの値を設定するために使用します。

___________________
例 次の例は、fc-statsクラスの bytes-rx-deltaプロパティの値を設定する方法を示します。

switch-A#scope fc-uplink
switch-A /fc-uplink # scope stats-threshold-policy stp100

switch-A /fc-uplink/stats-threshold-policy # scope class fc-stats
switch-A /fc-uplink/stats-threshold-policy/class # scope property bytes-rx-delta
switch-A /fc-uplink/stats-threshold-policy/class/property # set normal-value 100000
switch-A /fc-uplink/stats-threshold-policy/class/property* # commit-buffer
switch-A /fc-uplink/stats-threshold-policy/class/property #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show class
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説明コマンド

show property
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set numa-config
BIOSがNUMAをサポートするかどうかを指定するには、set numa-configコマンドを使用します。

set numa-config numa-optimization {disabled| enabled| platform-default}

___________________
シンタックスの説明 BIOSは NUMAをサポートしません。disabled

BIOSは NUMAをサポートします。enabled

BIOSは、サーバタイプとベンダーに関するBIOSのデフォルト設定
に含まれるこのアトリビュートの値を使用します。

platform-default

___________________
コマンドデフォルト プラットフォームのデフォルト

___________________
コマンドモード BIOSポリシー（/org/bios-policy）

プラットフォームの BIOSのデフォルト（/system/server-defaults/platform/bios-settings）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.3(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、NUMA（Non-UniformMemory Access）をサポートするオペレーティン

グシステムのために必要なACPIテーブルをBIOSに含めるかどうかを指定します。このオプショ
ンをイネーブルにした場合は、一部のプラットフォームでシステムのソケット間メモリインター

リーブをディセーブルにする必要があります。

___________________
例 次の例は、NUMAをサポートするように指定する BIOSポリシーを作成する方法を示します。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # create bios-policy bios1
switch-A /org/bios-policy* # set numa-config numa-optimization enabled
switch-A /org/bios-policy* # commit-buffer
switch-A /org/bios-policy #
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

show bios-policy
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set numberofblocks
ブロック数を設定するには、 set numberofblocks コマンドを使用します。

set numberofblocks { number | unspecified }

___________________
シンタックスの説明

ストレージブロック数。有効な値の範囲は0～9223372036854775807
です。

number

未指定ブロック数を指定します。unspecified

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ストレージ（/org/server-qual/storage）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例は、ブロック数を設定する方法を示します。

switch-A# scope org org120
switch-A /org # scope server-qual sq20
switch-A /org/server-qual # scope storage
switch-A /org/server-qual/storage # set numberofblocks 100000
switch-A /org/server-qual/storage* # commit-buffer
switch-A /org/server-qual/storage #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show memory

show storage
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set nw-control-policy
ネットワーク制御ポリシー名を設定するには、 set nw-control-policy コマンドを使用します。

set nw-control-policy policy-name

___________________
シンタックスの説明

ポリシーの名前。有効な値の範囲は 1～ 16です。policy-name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード vNIC（/org/service-profile/vnic）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
例 次の例は、ネットワーク制御ポリシー名を設定する方法を示します。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # scope service-profile sp3
switch-A /org/service-profile # scope vnic vnic3
switch-A /org/service-profile/vnic # set nw-control-policy ncp3
switch-A /org/service-profile/vnic* # commit-buffer
switch-A /org/service-profile/vnic #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show eth-if

show service-profile
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set offload large-receive
大きなパケットの再構成のオフロードをイネーブルまたはディセーブルにするには、 set offload
large-receive コマンドを使用します。

set offload large-receive { disabled | enabled }

___________________
シンタックスの説明 CPUはすべての大きなパケットを処理します。disabled

ハードウェアはすべてのセグメント化されたパケットをCPUに送信す
る前に再構成します。

enabled

___________________
コマンドデフォルト イネーブル

___________________
コマンドモード イーサネットアダプタポリシー（/org/eth-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、大きなパケットの再構成のオフロードをイネーブルまたはディセーブ

ルにします。このオプションをイネーブルにすると、CPUの使用率が減少し、インバウンドのス
ループットが向上する可能性があります。

___________________
例 次の例は、大きなパケットの再構成のオフロードをイネーブルにする方法を示します。

switch-A# scope org
switch-A /org # enter eth-policy EthPolicy19
switch-A /org/eth-policy # set offload large-receive enabled
switch-A /org/eth-policy* # commit-buffer
switch-A /org/eth-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show eth-policy
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set offload tcp-rx-checksum
パケットチェックサム検証のオフロードをイネーブルまたはディセーブルにするには、 setoffload
tcp-rx-checksum コマンドを使用します。

set offload tcp-rx-checksum { disabled | enabled }

___________________
シンタックスの説明 CPUはすべてのパケットチェックサムを検証します。disabled

CPUはすべてのパケットチェックサムを検証のためにハードウェアに
送信します。

enabled

___________________
コマンドデフォルト イネーブル

___________________
コマンドモード イーサネットアダプタポリシー（/org/eth-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、パケットチェックサム検証のオフロードをイネーブルまたはディセー

ブルにします。このオプションをイネーブルにすると、CPUの使用率が低下する可能性がありま
す。

___________________
例 次の例は、パケットチェックサム検証のオフロードをイネーブルにする方法を示します。

switch-A# scope org
switch-A /org # enter eth-policy EthPolicy19
switch-A /org/eth-policy # set offload tcp-rx-checksum enabled
switch-A /org/eth-policy* # commit-buffer
switch-A /org/eth-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show eth-policy
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set offload tcp-segment
大きな TCPパケットのセグメント化のオフロードをイネーブルまたはディセーブルにするには、
set offload tcp-segment コマンドを使用します。

set offload tcp-segment { disabled | enabled }

___________________
シンタックスの説明 CPUは大きな TCPパケットをセグメント化します。disabled

CPUはセグメント化する必要がある大きなTCPパケットをハードウェ
アに送信します。

enabled

___________________
コマンドデフォルト イネーブル

___________________
コマンドモード イーサネットアダプタポリシー（/org/eth-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、大きな TCPパケットのセグメント化のオフロードをイネーブルまたは

ディセーブルにします。このオプションをイネーブルにすると、CPUのオーバーヘッドが減少
し、スループットレートが向上する可能性があります。

___________________
例 次の例は、大きな TCPパケットのセグメント化のオフロードをイネーブルにする方法を示しま

す。

switch-A# scope org
switch-A /org # enter eth-policy EthPolicy19
switch-A /org/eth-policy # set offload tcp-segment enabled
switch-A /org/eth-policy* # commit-buffer
switch-A /org/eth-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show eth-policy
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set offload tcp-tx-checksum
送信チェックサム計算のオフロードをイネーブルまたはディセーブルにするには、 set offload
tcp-tx-checksum コマンドを使用します。

set offload tcp-tx-checksum { disabled | enabled }

___________________
シンタックスの説明 CPUはすべてのパケットチェックサムを計算します。disabled

CPUはすべてのパケットをハードウェアに送信し、ハードウェアでチェッ
クサムを計算できるようにします。

enabled

___________________
コマンドデフォルト イネーブル

___________________
コマンドモード イーサネットアダプタポリシー（/org/eth-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、送信チェックサム計算のオフロードをイネーブルまたはディセーブル

にします。このオプションをイネーブルにすると、CPUのオーバーヘッドが減少する可能性があ
ります。

___________________
例 次の例は、送信チェックサム計算のオフロードをイネーブルにする方法を示します。

switch-A# scope org
switch-A /org # enter eth-policy EthPolicy19
switch-A /org/eth-policy # set offload tcp-tx-checksum enabled
switch-A /org/eth-policy* # commit-buffer
switch-A /org/eth-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show eth-policy
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set order（デバイスのブート順序）
デバイスのブート順序を設定するには、LANモード、ストレージモード、vMediaモードで set
order コマンドを使用します。

set order { 1 | 2 | 3 | 4 }

___________________
シンタックスの説明

ブート順序の 1番目を指定します。1

ブート順序の 2番目を指定します。2

ブート順序の 3番目を指定します。3

ブート順序の 4番目を指定します。4

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード LAN（/org/boot-policy/lan）

ストレージ（/org/boot-policy/storage）

仮想メディア（/org/boot-policy/virtual-media）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例は、LANブート順序を設定する方法を示します。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # scope boot-policy bp3
switch-A /org/service-profile # scope lan

switch-A /org/service-profile/vhba # set order 1
switch-A /org/service-profile/vhba* # commit-buffer
switch-A /org/service-profile/vhba #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show lan
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説明コマンド

show storage

Cisco UCS Manager CLI コマンドリファレンスリリース 1.3(1)    
   OL-22880-03-J 753

コマンド

set order（デバイスのブート順序）



set order（vHBA の PCI スキャン順序）
vHBAの PCIスキャン順序を設定するには、vHBAモードで set order コマンドを使用します。

set order { order | unspecified }

___________________
シンタックスの説明

順序。有効な値の範囲は 0～ 99です。order

順序が未設定であることを指定します。unspecified

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 仮想 HBA（/org/service-profile/vhba）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例は、PCIスキャン順序を設定する方法を示します。

switch-A# scope org org10
switch-A /org # scope service-profile sp2
switch-A /org/service-profile # scope vhba vhba1

switch-A /org/service-profile/vhba # set order 1
switch-A /org/service-profile/vhba* # commit-buffer

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show service-profile

show vhba
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set order（vNIC の相対順序）
vNICの相対順序を設定するには、 set order コマンドを使用します。

set order { order | unspecified }

___________________
シンタックスの説明

順序。有効な値の範囲は 0～ 99です。order

順序が未設定であることを指定します。unspecified

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 仮想 NIC（/org/service-profile/vnic）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例は、相対順序を設定する方法を示します。

switch-A# scope org org10
switch-A /org # scope service-profile sp10
switch-A /org/service-profile # scope vnic vnic1

switch-A /org/service-profile/vnic # set order 1
switch-A /org/service-profile/vnic* # commit-buffer
switch-A /org/service-profile/vnic #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show service-profile

show vnic
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set out-of-band
ファブリックインターコネクトへのアウトオブバンドアクセスを設定するには、set out-of-band
コマンドを設定します。

set out-of-band { ip oob-ip | netmask oob-netmask | gw oob-gw } +

___________________
シンタックスの説明

アウトオブバンドアクセスの IPアドレスを指定します。ip oob-ip

アウトオブバンドアクセスの IPネットマスクを指定します。netmask oob-netmask

アウトオブバンドアクセスの IPゲートウェイアドレスを指定し
ます。

gw oob-gw

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ファブリックインターコネクト（/fabric-interconnect）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、ファブリックインターコネクトへのアウトオブバンドアクセスを設定

します。

アウトオブバンドアクセスの設定を変更すると、現在の CLIセッションが切断される場合が
あります。

（注）

___________________
例 次の例は、ファブリック Aのアウトオブバンドアクセスを設定する方法を示します。

switch-A# scope fabric-interconnect a
switch-A /fabric-interconnect # set out-of-band ip 192.20.1.28
Warning: When committed, this change may disconnect the current CLI session
switch-A /fabric-interconnect* # set out-of-band netmask 255.255.248.0
Warning: When committed, this change may disconnect the current CLI session
switch-A /fabric-interconnect* # set out-of-band gw 192.20.1.1
Warning: When committed, this change may disconnect the current CLI session
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switch-A /fabric-interconnect* # commit-buffer
switch-A /fabric-interconnect #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show fabric-interconnect
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set password
パスワードを設定するには、 set password コマンドを使用します。

set password

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード エンドポイントユーザ（/org/ipmi-access-profile/epuser）

バックアップ（/system/backup）

インポート設定（/system/import-config）

ローカルユーザ（/security/local-user）

セキュリティ（/security）

ダウンロードタスク（/firmware/download-task）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン パスワードには少なくとも 8文字必要です。

set passwordコマンドの入力後、パスワードの入力と確認を求められます。セキュリティ上の理由
から、入力したパスワードは CLIには表示されません。

___________________
例 次の例は、パスワードを設定する方法を示します。

switch-A#scope security
switch-A /security # set password
Enter the password:
Confirm the password:
switch-A /security* # commit-buffer
switch-A /security #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show local-user
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説明コマンド

show remote-user
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set password（SNMP ユーザ）
SNMPv3パスワードを設定するには、SNMPユーザモードで set passwordコマンドを使用します。

set password

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード SNMPユーザ（/monitoring/snmp-user）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(2)

___________________
使用上のガイドライン パスワードには少なくとも 8文字必要です。

次のプロンプトにパスワードを入力する際には、テキストは表示されません。[Enter a password:]

プロンプトまたは [Confirm the password:]プロンプト。これはデフォルト動作で変更できませ

ん。

___________________
例 次の例は、SNMPv3パスワードを設定する方法を示します。

switch-A# scope monitoring
switch /monitoring # scope snmp-user SU10
switch /monitoring/snmp-user # set password
Enter a password:
Confirm the password:
switch /monitoring/snmp-user* # commit-buffer
switch /monitoring/snmp-user #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show snmp

show snmp-user
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set path
リモートサーバ上のファイルへの絶対パスを指定するには、 set path コマンドを使用します。

set path path

___________________
シンタックスの説明

リモートサーバ上のファイルへの絶対パスを指定します。path

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ファームウェアダウンロードタスク（/firmware/download-task）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、リモートサーバ上のファイルへの絶対パスを指定します。

ファイル転送プロトコルとしてSCPを使用する場合は、絶対パスが必ず必要です。他のプロトコ
ルを使用する場合は、ファイルがデフォルトのダウンロードフォルダにあれば、リモートパスを

指定する必要はありません。

___________________
例 次の例は、ファームウェアのダウンロードファイルがあるリモートサーバパスを指定する方法

を示します。

switch-A# scope firmware
switch-A /firmware # scope download-task ucs-k9-bundle.1.1.0.279.bin
switch-A /firmware/download-task # set path /firmware/bin/1.1
switch-A /firmware/download-task #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show download-task
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set perdiskcap
ディスク単位の容量を設定するには、 set perdiskcap コマンドを使用します。

set perdiskcap { number | unspecified }

___________________
シンタックスの説明

容量数。有効な値の範囲は 0～ 9223372036854775807です。number

未指定容量を指定します。unspecified

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ストレージ（/org/server-qual/storage）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例は、ディスク単位の容量を設定する方法を示します。

switch-A# scope org org120
switch-A /org # scope server-qual sq20
switch-A /org/server-qual # scope storage
switch-A /org/server-qual/storage # set perdiskcap 110000
switch-A /org/server-qual/storage* # commit-buffer
switch-A /org/server-qual/storage #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show memory

show storage
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set pers-bind
永続的なバインディングをディセーブルまたはイネーブルにするには、 set pers-bind コマンドを
使用します。

set pers-bind { disabled | enabled }

___________________
シンタックスの説明

バインディングをディセーブルに指定します。disabled

バインディングをイネーブルに指定します。enabled

___________________
コマンドデフォルト 永続的なバインディングはディセーブルになっています。

___________________
コマンドモード 仮想 HBA（/org/service-profile/vhba）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、ファイバチャネルターゲットに対する永続的なバインディングをディ

セーブルまたはイネーブルにします。

___________________
例 次の例は、永続的なバインディングをディセーブルまたはイネーブルにする方法を示します。

switch-A# scope org org30a
switch-A /org # scope service-profile sp101
switch-A /org/service-profile # scope vhba vhba17
switch-A /org/service-profile/vhba # set pers-bind enabled
switch-A /org/service-profile/vhba* # commit-buffer
switch-A /org/service-profile/vhba #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show vhba

show vnic
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set phone
電話ユーザ名を設定するには、 set phone コマンドを使用します。

set phone name

___________________
シンタックスの説明

ユーザ名。有効な文字数は 1～ 512です。name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ローカルユーザ（/security/local-user）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例は、電話ユーザ名を設定する方法を示します。

switch-A# scope security
switch-A /security # scope local-user admin10
switch-A /security/local-user # set phone admin10
switch-A /security/local-user* # commit-buffer
switch-A /security/local-user #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show local-user

show user-sessions
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set phone-contact
顧客組織の第 1連絡先電話番号を設定するには、 set phone-contact コマンドを使用します。

set phone-contact phone-contact

___________________
シンタックスの説明

電話番号。phone-contact

___________________
コマンドデフォルト なし。

___________________
コマンドモード Callhome（/monitoring/callhome）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(2)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、Call Homeメッセージに含める第 1連絡先電話番号を設定します。最

大 512文字入力できます。

___________________
例 次の例は、第 1連絡先電話番号を設定する方法を示します。

switch-A# scope monitoring
switch-A /monitoring # scope callhome
switch-A /monitoring/callhome # set phone-contact +1-011-408-555-1212
switch-A /monitoring/callhome* # commit-buffer
switch-A /monitoring/callhome #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show callhome
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set pin-group
ピングループを設定するには、 set pin-group コマンドを使用します。

set pin-group name

___________________
シンタックスの説明

ピングループ名。この名前には、1～ 16文字を使用できます。name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ダイナミック接続ポリシー（/org/dynamic-conn-policy）

ハイパーバイザ接続（/org/service-profile/hv-conn）

仮想 HBA（/org/service-profile/vhba）

仮想 HBAテンプレート（/org/vhba-templ）

仮想 NIC（/org/service-profile/vnic）

仮想 NICテンプレート（/org/vnic-templ）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、vNICに使用するピングループを指定します。

___________________
例 次に、ピングループを設定する例を示します。

switch-A# scope org org10
switch-A /org # scope service-profile sp10
switch-A /org/service-profile # scope vnic vnic20
switch-A /org/service-profile/vnic # set pin-group pg1
switch-A /org/service-profile/vnic* # commit-buffer
switch-A /org/service-profile/vnic #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show eth-if
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説明コマンド

show vnic
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set pool
プールを設定するには、 set pool コマンドを使用します。

set pool name

___________________
シンタックスの説明

プール名。有効な文字数は 1～です。name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード プーリングポリシー（/org/pooling-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、プーリングポリシーにプールを追加します。 1プールだけが各プーリ

ングポリシーに設定できます。

___________________
例 次に、プールを設定する例を示します。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # scope pooling-policy pp100
switch-A /org/pooling-policy # set pool pool100
switch-A /org/pooling-policy* # commit-buffer
switch-A /org/pooling-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show mac-pool

show pooling-policy
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set port
ポート番号を設定するには、 set port コマンドを使用します。

set port number

___________________
シンタックスの説明

ポート番号。有効な値の範囲は 1～ 65535です。number

___________________
コマンドモード Callhome（/monitoring/callhome）

LDAPのサーバ（/security/ldap/server）

SNMPホスト（/monitoring/snmphost）

TACACSのサーバ（/security/tacacs/server）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン CallHome設定では、このコマンドを使用して、SMTPサーバとの通信に使用されるポートを指定

します。デフォルトの SMTPポート番号は 25です。

LDAP設定では、このコマンドを使用して、LDAPサーバとの通信に使用されるポートを指定し
ます。デフォルトの LDAPサーバのポート番号は 389です。

___________________
例 次に、Call Home設定で SMTPサーバのポート番号を設定する例を示します。

switch-A# scope monitoring
switch-A /monitoring # scope callhome
switch-A /monitoring/callhome # set port 25
switch-A /monitoring/callhome* # commit-buffer
switch-A /monitoring/callhome #

次に、LDAP設定で LDAPサーバのポート番号を設定する例を示します。
switch-A#scope security
switch-A /security # scope ldap
switch-A /security/ldap # scope server s100
switch-A /security/ldap/server # set port 100
switch-A /security/ldap/server* # commit-buffer
switch-A /security/ldap/server #
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

show callhome

show ldap

show server
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set port io-throttle-count
vHBAで一度に保留可能な IO操作の数を指定するには、set port io-throttle-countコマンドを使用
します。

set port io-throttle-count io-throttle-count

___________________
シンタックスの説明

範囲は 256～ 4096です。デフォルトは 512です。io-throttle-count

___________________
コマンドデフォルト 最大 16の IO操作の保留がサポートされています。

___________________
コマンドモード ファイバチャネルポリシー（/org/fc-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、vHBAで一度に保留可能な IO操作の数を指定します。

___________________
例 次に、保留する IO操作の数を 64に制限する例を示します。

switch-A# scope org /
switch-A /org # scope fc-policy fcPolicy13
switch-A /org/fc-policy # set port io-throttle-count 64
switch-A /org/fc-policy* # commit-buffer
switch-A /org/fc-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show port（ファイバチャネルポリシー）
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set port max-field-size
ファイバチャネルフレームの最大ペイロードサイズを指定するには、set port max-field-sizeコマ
ンドを使用します。

set port max-field-size max-field-size

___________________
シンタックスの説明

ファイバチャネルフレームの最大ペイロードサイズを指定します。指

定できる範囲は 256～ 2112バイトです。デフォルトは 2112です。
max-field-size

___________________
コマンドデフォルト フレームの最大ペイロードサイズは 2112バイトです。

___________________
コマンドモード ファイバチャネルポリシー（/org/fc-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

このコマンドは推奨されなくなりました。1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、vHBAでサポートされるファイバチャネルフレームの最大ペイロード

サイズを指定します。

___________________
例 次の例は、フレームの最大ペイロードサイズを 1024バイトに設定する方法を示します。

switch-A# scope org /
switch-A /org # scope fc-policy fcPolicy13
switch-A /org/fc-policy # set port max-field-size 1024
switch-A /org/fc-policy* # commit-buffer
switch-A /org/fc-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show port（ファイバチャネルポリシー）
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set port max-luns
1つのターゲットでサポートされる LUNの最大数を指定するには、set port max-lunsコマンドを
使用します。

set port max-luns max-luns

___________________
シンタックスの説明 LUNの最大数を指定します。指定できる範囲は 1～ 1024です。デフォ

ルトは 256です。
max-luns

___________________
コマンドデフォルト 1つのターゲットで最大 256個の LUNがサポートされます。

___________________
コマンドモード ファイバチャネルポリシー（/org/fc-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、1つのターゲットでサポートされる論理ユニット番号（LUN）の最大

数を指定します。

___________________
例 次の例は、ターゲットあたりの LUNの最大数として 512を指定する方法を示します。

switch-A# scope org /
switch-A /org # scope fc-policy fcPolicy13
switch-A /org/fc-policy # set port max-luns 512
switch-A /org/fc-policy* # commit-buffer
switch-A /org/fc-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show port（ファイバチャネルポリシー）
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set port-f-logi retries
ファイバチャネルポートのファブリックログイン（FLOGI）の再試行数を設定するには、 set
port-f-logi retries コマンドを使用します。

set port-f-logi retries {retries| infinite}

___________________
シンタックスの説明 FLOGIの再試行数。retries

成功するまで FLOGIを再試行します。infinite

___________________
コマンドデフォルト 再試行数は 1000です。

___________________
コマンドモード ファイバチャネルアダプタポリシー（/org/fc-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、ファイバチャネルポートのファブリックログイン（FLOGI）の再試行

数を設定します。 0～ 4294967295の数を設定するか、または infiniteキーワードを使用して成功
するまで再試行できます。

___________________
例 次に、FLOGIの再試行数を 10000に設定する例を示します。

switch-A# scope org
switch-A /org # enter fc-policy FcPolicy19
switch-A /org/fc-policy # set port-f-logi retries 10000
switch-A /org/fc-policy* # commit-buffer
switch-A /org/fc-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

set port-f-logi timeout

show port-f-logi
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set port-f-logi timeout
ファイバチャネルポートのファブリックログイン（FLOGI）のタイムアウトを設定するには、
set port-f-logi timeout コマンドを使用します。

set port-f-logi timeout timeout

___________________
シンタックスの説明

ログインに成功するまで待機するミリ秒（msec）数。timeout

___________________
コマンドデフォルト 2000 msecでタイムアウトします。

___________________
コマンドモード ファイバチャネルアダプタポリシー（/org/fc-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、ファイバチャネルポートのファブリックログイン（FLOGI）のタイム

アウトを設定します。 1000～ 255000の数（ミリ秒単位）を設定できます。

___________________
例 次に、FLOGIのタイムアウトを 20秒に設定する例を示します。

switch-A# scope org
switch-A /org # enter fc-policy FcPolicy19
switch-A /org/fc-policy # set port-f-logi timeout 20000
switch-A /org/fc-policy* # commit-buffer
switch-A /org/fc-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

set port-f-logi retries

show port-f-logi
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set port-p-logi retries
ファイバチャネルのポートツーポートログイン（PLOGI）の再試行回数を設定するには、 set
port-p-logi retries コマンドを使用します。

set port-p-logi retries retries

___________________
シンタックスの説明 PLOGIの再試行回数。retries

___________________
コマンドデフォルト 再試行回数は 3です。

___________________
コマンドモード ファイバチャネルアダプタポリシー（/org/fc-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、ファイバチャネルのポートツーポートログイン（PLOGI）の再試行回

数を設定します。 0～ 255の数値を設定できます。

___________________
例 次の例は、PLOGIの再試行回数を 100に設定する方法を示します。

switch-A# scope org
switch-A /org # enter fc-policy FcPolicy19
switch-A /org/fc-policy # set port-p-logi retries 100
switch-A /org/fc-policy* # commit-buffer
switch-A /org/fc-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

set port-p-logi timeout

show port-p-logi
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set port-p-logi timeout
ファイバチャネルのポートツーポートログイン（PLOGI）のタイムアウトを設定するには、 set
port-p-logi timeout コマンドを使用します。

set port-p-logi timeout timeout

___________________
シンタックスの説明

ログインに成功するまで待機するミリ秒（msec）数。timeout

___________________
コマンドデフォルト 2000 msecでタイムアウトします。

___________________
コマンドモード ファイバチャネルアダプタポリシー（/org/fc-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、ファイバチャネルのポートツーポートログイン（PLOGI）のタイムア

ウトを設定します。 1000～ 255000の数（ミリ秒単位）を設定できます。

___________________
例 次の例は、PLOGIのタイムアウトを 20秒に設定する方法を示します。

switch-A# scope org
switch-A /org # enter fc-policy FcPolicy19
switch-A /org/fc-policy # set port-p-logi timeout 20000
switch-A /org/fc-policy* # commit-buffer
switch-A /org/fc-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

set port-p-logi retries

show port-p-logi
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set power-budget committed
コミットされたサーバの電力使用レベルを管理するには、set power-budget committedコマンドを
使用します。

set power-budget committed{disabled| watts}

___________________
シンタックスの説明

サーバに対して電力使用制限を

課しません。

disabled

サーバが使用可能な最大ワット

数を指定します。値の範囲は

100～ 1,100 Wです。

watts

___________________
コマンドデフォルト サーバに対して電力使用制限を課しません（ディセーブル）。

___________________
コマンドモード サーバ（/chassis/server）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.3(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、コミットされたサーバの電力使用レベルを管理します。

___________________
例 次に、サーバの電力使用レベルを最大1000Wまでに設定し、トランザクションをコミットする例

を示します。

UCS-A# scope server 2/4
UCS-A /chassis/server # set power-budget committed 1000
UCS-A /chassis/server* # commit-buffer
UCS-A /chassis/server #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

set mb-power-stats

show power-budget
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set preserve-pooled-values
プールから抽出された IDをバックアップで保持するには、set preserve-pooled-valuesコマンドを
使用します。

set preserve-pooled-values { no | yes }

___________________
シンタックスの説明

プールから抽出された IDは保持されません。no

プールから抽出された IDは保持されます。yes

___________________
コマンドデフォルト プールから抽出された IDは保持されません。

___________________
コマンドモード システムバックアップ（/system/backup）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、プールから抽出された vHBA WWPN、vNIC MAC、WWNN、および

UUIDの各 IDをバックアップで保持します。

___________________
例 次に、プールから抽出された IDをバックアップで保持する例を示します。

server-A# scope system
server-A /system # create backup ftp: full-state enabled
Password:
server-A /system/backup* # set preserve-pooled-values yes
server-A /system/backup* # commit-buffer
server-A /system/backup #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show backup
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set prio
Quality of Service（QoS;サービス品質）のプライオリティレベルを設定するには、set prioコマン
ドを使用します。

policy モード

set prio { auto | on }

egress-policy モード

set prio {best-effort | bronze | fc | gold | platinum | silver}

___________________
シンタックスの説明

プライオリティを自動に設定し

ます。

auto

プライオリティをイネーブルに

します。

on

プライオリティをベストエ

フォートレベルに設定します。

best-effort

プライオリティをブロンズレベ

ルに設定します。

bronze

プライオリティをファイバチャ

ネルレベルに設定します。

fc

プライオリティをゴールドレベ

ルに設定します。

gold

プライオリティをプラチナレベ

ルに設定します。

platinum

プライオリティをシルバーレベ

ルに設定します。

silver

___________________
コマンドデフォルト ポリシーモードの場合、デフォルトは Autoです。

egress-policyモードの場合、デフォルトは Best Effortです。

___________________
コマンドモード ポリシー（/eth-uplink/flow-control/policy）
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出力側ポリシー（/org/qos-policy/egress-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが policyモード用に導入されました。1.0(1)

このコマンドが egress-policyモード用に導入されました。1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン 次に、さまざまなプライオリティのレーティングを示します。

•ベストエフォート：すべて不一致

•ブロンズ：1

•ファイバチャネル：3

•ゴールド：4

•プラチナ：5

•シルバー：2

___________________
例 次に、policyモードでプライオリティを設定する例を示します。

switch-A# scope eth-uplink
switch-A /eth-uplink # scope flow-control
switch-A /eth-uplink/flow-control # scope policy
switch-A /eth-uplink/flow-control/policy # set prio on
switch-A /eth-uplink/flow-control/policy* # commit-buffer
switch-A /eth-uplink/flow-control/policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show policy

show stats-threshold-policy
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set privilege
エンドポイントユーザに対して管理権限または読み取り専用権限を設定するには、 set privilege
コマンドを使用します。

set privilege { admin | readonly }

___________________
シンタックスの説明

このユーザには管理権限があります。admin

このユーザには読み取り専用権限があります。readonly

___________________
コマンドデフォルト なし。

___________________
コマンドモード IPMIエンドポイントユーザ（/org/ipmi-access-profile/epuser）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、IPMIエンドポイントユーザの管理権限または読み取り専用権限を設定

します。

___________________
例 次に、エンドポイントユーザに読み取り専用権限を設定する例を示します。

server-A# scope org /
server-A /org # scope ipmi-access-profile ReadOnly
server-A /org/ipmi-access-profile # scope epuser bob
server-A /org/ipmi-access-profile/epuser # set privilege readonly
server-A /org/ipmi-access-profile/epuser* # commit-buffer
server-A /org/ipmi-access-profile/epuser #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show epuser

   Cisco UCS Manager CLI コマンドリファレンスリリース 1.3(1)
782 OL-22880-03-J  

コマンド

set privilege



set priv-password
プライバシーパスワードを設定するには、set priv-passwordコマンドを使用します。

set priv-password

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード SNMPユーザ（/monitoring/snmp-user）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(2)

___________________
使用上のガイドライン パスワードには少なくとも 8文字必要です。

次のプロンプトにパスワードを入力する際には、テキストは表示されません。[Enter a password:]

プロンプトまたは [Confirm the password:]プロンプト。これはデフォルト動作で変更できませ

ん。

___________________
例 次に、プライバシーパスワードを設定する例を示します。

switch-A# scope monitoring
switch /monitoring # scope snmp-user SU10
switch /monitoring/snmp-user # set priv-password
Enter a password:
Confirm the password:
switch /monitoring/snmp-user* # commit-buffer
switch /monitoring/snmp-user #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show snmp

show snmp-user
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set processor-c3-report-config
プロセッサが C3レポートをオペレーティングシステムに送信するかどうかを指定するには、set
processor-c3-report-configコマンドを使用します。

set processor-c3-report-config processor-c3-report {acpi-c2| acpi-c3| disabled| platform-default}

___________________
シンタックスの説明

プロセッサが ACPI C2形式で
C3レポートを送信します。

acpi-c2

プロセッサが ACPI C3形式で
C3レポートを送信します。

acpi-c3

プロセッサが C3レポートを送
信しません。

disabled

BIOSは、サーバタイプとベン
ダーに関する BIOSのデフォル

platform-default

ト設定に含まれるこのアトリ

ビュートの値を使用します。

___________________
コマンドデフォルト プラットフォームのデフォルト

___________________
コマンドモード BIOSポリシー（/org/bios-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.3(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、プロセッサが C3レポートをオペレーティングシステムに送信するか

どうかを指定します。

___________________
例 次に、C3レポートをACPI C3形式でオペレーティングシステムに送信するBIOSポリシーを作成

する例を示します。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # create bios-policy bios1
switch-A /org/bios-policy* # set processor-c3-report-config processor-c3-report acpi-c3
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switch-A /org/bios-policy* # commit-buffer
switch-A /org/bios-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show bios-policy
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set processor-c6-report-config
プロセッサが C6レポートをオペレーティングシステムに送信するかどうかを指定するには、set
processor-c6-report-configコマンドを使用します。

set processor-c6-report-config processor-report {disabled| enabled| platform-default}

___________________
シンタックスの説明

プロセッサが C6レポートを送
信しません。

disabled

プロセッサが C6レポートを送
信します。

enabled

BIOSは、サーバタイプとベン
ダーに関する BIOSのデフォル

platform-default

ト設定に含まれるこのアトリ

ビュートの値を使用します。

___________________
コマンドデフォルト プラットフォームのデフォルト

___________________
コマンドモード BIOSポリシー（/org/bios-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.3(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、プロセッサが C6レポートをオペレーティングシステムに送信するか

どうかを指定します。

___________________
例 次に、C6レポートをオペレーティングシステムに送信するBIOSポリシーを作成する例を示しま

す。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # create bios-policy bios1
switch-A /org/bios-policy* # set processor-c6-report-config processor-report enabled
switch-A /org/bios-policy* # commit-buffer
switch-A /org/bios-policy #
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

show bios-policy
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set protocol
ファイル転送プロトコルを設定するには、 set protocol コマンドを使用します。

set protocol { ftp | scp | sftp | tftp }

___________________
シンタックスの説明

ファイル転送用の File Transfer
Protocol（FTP;ファイル転送プ
ロトコル）を指定します。

ftp

ファイル転送用の Secure Copy
Protocol（SCP;セキュアコピー
プロトコル）を指定します。

scp

ファイル転送用の Secure File
Transfer Protocol（SFTP;セキュ

sftp

アファイル転送プロトコル）を

指定します。

ファイル転送用の Trivial File
Transfer Protocol（TFTP;簡易

tftp

ファイル転送プロトコル）を指

定します。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード インポートの設定（/system/import-config）

システムバックアップ（/system/backup）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、ファイル転送プロトコルを設定します。
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___________________
例 次に、設定ファイルのインポート用ファイル転送プロトコルとして SFTPを指定する例を示しま

す。

server-A# scope system
server-A /system # scope import-config host35
server-A /system/import-config # set protocol sftp
server-A /system/import-config* # commit-buffer
server-A /system/import-config #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show backup

show import-config
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set qos-policy
QoSポリシーを設定するには、 set qos-policy コマンドを使用します。

set qos-policy name

___________________
シンタックスの説明 QoSポリシー名。有効な値の範囲は 1～ 16です。name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ポートプロファイル（/eth-uplink/port-profile）

仮想 HBA（/org/service-profile/vhba）

仮想 HBAテンプレート（/org/vhba-templ）

仮想 NIC（/org/service-profile/vnic）

仮想 NICテンプレート（/org/vnic-templ）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、vNICに使用するための QoSポリシーを指定します。

___________________
例 次に、QoSポリシーを設定する例を示します。

switch-A# scope org org30
switch-A /org # scope vnic-templ vnict10
switch-A /org/vnic-templ # set qos-policy qp10
switch-A /org/vnic-templ* # commit-buffer
switch-A /org/vnic-templ #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show eth-if

show qos-policy
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set qualifier
修飾子を設定するには、 set qualifier コマンドを使用します。

set qualifier name

___________________
シンタックスの説明

修飾子名。有効な値の範囲は 1～ 16です。name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード サーバ継承ポリシー（/org/server-inherit-policy）

サーバディスカバリポリシー（/org/server-disc-policy）

プーリングポリシー（/org/pooling-policy）

シャーシディスカバリポリシー（/org/chassis-disc-policy）

自動設定ポリシー（/org/autoconfig-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、ポリシーに修飾子を追加します。各ポリシーに設定できる修飾子は 1

つだけです。

___________________
例 次の例は、修飾子の設定方法を示しています。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # scope server-disc-policy sdp100
switch-A /org/server-disc-policy # set qualifier q100
switch-A /org/server-disc-policy* # commit-buffer
switch-A /org/server-disc-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show pooling policy

show server-disc-policy
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set quiet-boot-config
Power On Self-Test（POST;電源投入時セルフテスト）中の BIOSの表示を設定するには、set
quiet-boot-configコマンドを使用します。

set quiet-boot-config quiet-boot {disabled| enabled| platform-default}

___________________
シンタックスの説明 BIOSはロゴ画面を表示します。disabled

BIOSはブート中にメッセージを表示しません。enabled

BIOSは、サーバタイプとベンダーに関するBIOSのデフォルト設定
に含まれるこのアトリビュートの値を使用します。

platform-default

___________________
コマンドデフォルト プラットフォームのデフォルト

___________________
コマンドモード BIOSポリシー（/org/bios-policy）

プラットフォームの BIOSのデフォルト（/system/server-defaults/platform/bios-settings）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.3(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、POST中の BIOSの表示を設定します。

___________________
例 次に、quietブートモードをイネーブルにする BIOSポリシーの作成例を示します。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # create bios-policy bios1
switch-A /org/bios-policy* # set quiet-boot-config quiet-boot enabled
switch-A /org/bios-policy* # commit-buffer
switch-A /org/bios-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show bios-policy

   Cisco UCS Manager CLI コマンドリファレンスリリース 1.3(1)
792 OL-22880-03-J  

コマンド

set quiet-boot-config



set rate
Quality of Service（QoS;サービス品質）のレートとバーストを設定するには、set rateコマンドを
使用します。

set rate {rate rate-number burst burst-number | line-rate burst-number}

___________________
シンタックスの説明

レートを設定します。rate

レート数（ビット単位）。rate-number

バーストを設定します。burst

バースト数（ビット単位）。burst-number

レートをラインレートに設定します。line-rate

___________________
コマンドデフォルト デフォルトのラインレートは 10240です。

___________________
コマンドモード 出力側ポリシー（/org/qos-policy/egress-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン レート数（ビット単位）。有効な値の範囲は 0～ 10000000です。バースト数（ビット単位）。

有効な値の範囲は 0～ 65535です。

___________________
例 次に、レートとバーストの設定する例を示します。

switch-A# scope org
switch-A /org # scope qos-policy qp10
switch-A /org/qos-policy # scope egress-policy
switch-A /org/qos-policy/egress-policy # set rate rate 10000 burst 1000
switch-A /org/qos-policy/egress-policy* # commit-buffer
switch-A /org/qos-policy/egress-policy #
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___________________
関連コマンド

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show egress-policy

show qos-policy
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set reboot-on-update
アップデート時のリブートを設定するには、 set reboot-on-update コマンドを使用します。

set reboot-on-update { no | yes }

___________________
シンタックスの説明

アップデート時のリブートを指定しません。no

アップデート時のリブートを指定します。yes

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ブートポリシー（/org/boot-policy）

ブート定義（/org/service-profile/boot-def）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次に、アップデート時のリブートを設定する例を示します。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # scope boot-policy bp112
switch-A /org/boot-policy # set reboot-on-update yes
switch-A /org/boot-policy* # commit-buffer
switch-A /org/boot-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show boot-policy

show storage
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set receive
受信を設定するには、 set receive コマンドを使用します。

set receive { off | on }

___________________
シンタックスの説明

受信をオフに指定します。off

受信をオンに指定します。on

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード フロー制御ポリシー（/eth-uplink/flow-control/policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、フロー制御受信オプションを指定します。

offを指定すると、ネットワークからのポーズ要求が無視されて、トラフィックフローが通常どお
り継続します。

onを指定すると、ポーズ要求に従って、ネットワークがポーズ要求を取り消すまですべてのトラ
フィックがそのアップリンクポートで停止されます。

___________________
例 次に、受信を設定する例を示します。

switch-A# scope eth-uplink
switch-A /eth-uplink # scope flow-control
switch-A /eth-uplink/flow-control # scope policy fcpolicy110
switch-A /eth-uplink/flow-control/policy # set recieve on
switch-A /eth-uplink/flow-control/policy* # commit-buffer
switch-A /eth-uplink/flow-control/policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show stats-threshold-policy

show policy
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set recv-queue count
受信キューに割り当てるリソースの数を設定するには、 set recv-queue count コマンドを使用しま
す。

set recv-queue count count

___________________
シンタックスの説明

キューリソースの数。count

___________________
コマンドデフォルト 受信キューのカウントは 1です。

___________________
コマンドモード イーサネットアダプタポリシー（/org/eth-policy）

ファイバチャネルアダプタポリシー（/org/fc-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、受信キューに割り当てるリソースの数を設定します。 1～ 256の範囲

内の数を入力してください。

___________________
例 次に、イーサネットポリシーで受信キューのリソースの数を設定する例を示します。

switch-A# scope org
switch-A /org # enter eth-policy EthPolicy19
switch-A /org/eth-policy # set recv-queue count 100
switch-A /org/eth-policy* # set trans-queue count 100
switch-A /org/eth-policy* # set comp-queue count 200
switch-A /org/eth-policy* # commit-buffer
switch-A /org/eth-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

set comp-queue count

set recv-queue ring-size

show eth-policy

show fc-policy
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set recv-queue ring-size
受信キュー内の記述子数を設定するには、 set recv-queue ring-size コマンドを使用します。

set recv-queue ring-size ring-size

___________________
シンタックスの説明

記述子数。ring-size

___________________
コマンドデフォルト 受信キューのリングサイズは 512です。

___________________
コマンドモード イーサネットアダプタポリシー（/org/eth-policy）

ファイバチャネルアダプタポリシー（/org/fc-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、受信キュー内の記述子数を設定します。 64～ 4096の範囲内の数を入

力してください。

___________________
例 次に、イーサネットポリシーで受信キューのリングサイズを設定する例を示します。

switch-A# scope org
switch-A /org # enter eth-policy EthPolicy19
switch-A /org/eth-policy # set recv-queue count 100
switch-A /org/eth-policy* # set recv-queue ring-size 1024
switch-A /org/eth-policy* # commit-buffer
switch-A /org/eth-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

set recv-queue count

show eth-policy

show fc-policy
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set redundancy
電源の冗長性を設定するには、 set redundancy コマンドを使用します。

set redundancy { grid | n-plus-1 | non-redund}

___________________
シンタックスの説明

グリッドの冗長性を指定します。grid

N+1の冗長性を指定します。n-plus-1

冗長性を指定しません。non-redund

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 電源装置ポリシー（/org/psu-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン 冗長性なし方式では、取り付けられたすべての電源装置がオンになり、負荷を均等に分散します。

小規模の構成（必要な電力が 2500W未満）であれば、1つの電源装置で電力を供給できます。た
だし、電源装置が 1つだけでは冗長性を実現できません。より一般的な構成では、冗長性なし
モードで2つ以上の電源装置が必要になります（ピーク時の電力要件が2500～5000Wの場合）。

N+1冗長性構成は、冗長性なし構成を満たす数の電源装置に加えて、電源装置を 1つ追加して冗
長性を確保することを意味します。N+1冗長性に関与する電源装置はすべてオンになり、シャー
シの電力負荷を均等に分担します。追加の電源装置が取り付けられている場合、UCS Managerは
それらを「不要な」電源装置と認識し、オフにします。

電源装置の 1つに障害が発生したとしても、残りの電源装置でシャーシに電力を供給できます。
さらに、UCS Managerによってオフ状態の電源装置がオンに設定され、システムが N+1状態に戻
ります。

N+1保護を提供するには、次の数の電源装置を使用することを推奨します。

•必要な電力構成が 2500 W未満のシャーシ：2つの電源装置

• 2500 Wを超える電力構成が必要なシャーシ：3つの電源装置
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これらのいずれかの構成に電源装置をさらに追加すると、保護レベルが一層高くなります。障害

が発生するとUCSManagerによって追加の電源装置がオンに設定され、システムがN+1保護状態
に戻ります。

グリッド冗長性は、シャーシに電力を供給する電源が 2系統ある場合、または N+1冗長性よりも
高い保護レベルが必要な場合に使用されます。電源の 1つに障害が発生しても（それにより、1
つまたは 2つの電源装置への電力供給が失われる）、別の電力回路に接続されている残りの電源
装置により、シャーシへの電力供給は継続されます。

グリッド冗長性を使用する最も一般的な理由は、ラックの配電が 2つの PDUによって電力が供給
される形態になっていて、PDUの障害時にグリッド冗長性による保護が必要となる場合です。

グリッド冗長性による保護（またはN+1よりも高い保護）を提供するには、次の数の電源装置を
使用することを推奨します。

•必要な電力構成が 2500 W未満のシャーシ：2つの電源装置

• 2500 Wを超える電力構成が必要なシャーシ：4つの電源装置

___________________
例 次に、電源の冗長性を設定する例を示します。

switch-A# scope org
switch-A /org # scope psu-policy
switch-A /org/psu-policy # set redundancy n-plus-1
switch-A /org/psu-policy* # commit-buffer
switch-A /org/psu-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show psu

show psu-policy
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set regenerate
デフォルトのキーリング内のキーを再生成するには、 set regenerate コマンドを使用します。

set regenerate {no| yes}

___________________
シンタックスの説明

キーを再生成しません。no

キーを再生成します。yes

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード キーリング（/security/keyring）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、デフォルトのキーリング内のRSAキーを再生成します。このコマンド

は、デフォルトのキーリング内だけに適用されます。

___________________
例 次に、デフォルトのキーリング内のキーを再生成する例を示します。

switch-A# scope security
switch-A /security # scope keyring default
switch-A /security/keyring # set regenerate yes
switch-A /security/keyring* # commit-buffer
switch-A /security/keyring #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show keyring
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set remote-file
転送するファイルの名前を指定するには、 set remote-file コマンドを使用します。

set remote-file

set remote-file remote-file

___________________
シンタックスの説明

ファイル名を指定します。remote-file

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード インポートの設定（/system/import-config）

システムバックアップ（/system/backup）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、転送するファイルの名前を指定します。

___________________
例 次に、インポートするリモート設定ファイルの名前を指定する例を示します。

server-A# scope system
server-A /system # scope import-config host35
server-A /system/import-config # set remote-file MyConfig13.cfg
server-A /system/import-config* # commit-buffer
server-A /system/import-config #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show backup

show import-config
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set reply-to-email
Call Homeの電子メールの返信先フィールドに表示される Eメールアドレスを設定するには、 set
reply-to-email コマンドを使用します。

set reply-to-email reply-to-email

___________________
シンタックスの説明

電子メールアドレス。reply-to-email

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード Callhome（/monitoring/callhome）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(2)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、Call Homeの電子メールメッセージの返信先フィールドに表示される

Eメールアドレスを設定します。最大 512文字入力できます。 <名前>@<ドメイン名>の形式で
電子メールアドレスを指定します。アドレスを指定しなかった場合は、連絡先の電子メールア

ドレスが使用されます。

___________________
例 次に、Reply-Toフィールドの電子メールアドレスを設定する例を示します。

switch-A# scope monitoring
switch-A /monitoring # scope callhome
switch-A /monitoring/callhome # set reply-to-email admin@example.com
switch-A /monitoring/callhome* # commit-buffer
switch-A /monitoring/callhome #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

set from-email

show callhome
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set reporting-interval
収集された統計情報の報告インターバルを指定するには、 set reporting-interval コマンドを使用
します。

set reporting-interval { 15minutes | 30minutes | 60minutes }

___________________
シンタックスの説明

統計情報は 15分間隔で報告されます。15minutes

統計情報は 30分間隔で報告されます。30minutes

統計情報は 60分間隔で報告されます。60minutes

___________________
コマンドデフォルト 統計情報は 15分間隔で報告されます。

___________________
コマンドモード 統計情報収集ポリシー（/monitoring/stats-collection-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、収集された統計情報の報告インターバルを指定します。この報告イン

ターバルは、シャーシ、ポート、ホスト、アダプタ、およびサーバ統計情報ごとに指定できます。

___________________
例 次に、ポートの統計情報の報告インターバルを 30分に設定する例を示します。

switch-A# scope monitoring
switch-A /monitoring # scope stats-collection-policy port
switch-A /monitoring/stats-collection-policy # set reporting-interval 30minutes
switch-A /monitoring/stats-collection-policy* # commit-buffer
switch-A /monitoring/stats-collection-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

set collection-interval

show stats-collection-policy
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set resume-ac-on-power-loss-config
予期せず電力供給が失われた後、電力が復旧したときのサーバの動作を設定するには、set
resume-ac-on-power-loss-configコマンドを使用します。

set resume-ac-on-power-loss-config resume-action {stay-off| last-state| reset| platform-default}

___________________
シンタックスの説明

手動で電源を投入するまで、

サーバの電源をオフのままにし

ます。

stay-off

サーバの電源が投入され、シス

テムは最後の状態を復元するよ

う試みます。

last-state

サーバの電源が投入され、自動

的にリセットされます。

reset

BIOSは、サーバタイプとベン
ダーに関する BIOSのデフォル

platform-default

ト設定に含まれるこのアトリ

ビュートの値を使用します。

___________________
コマンドデフォルト プラットフォームのデフォルト

___________________
コマンドモード BIOSポリシー（/org/bios-policy）

プラットフォームの BIOSのデフォルト（/system/server-defaults/platform/bios-settings）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.3(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、予期せず電力供給が失われた後、電力が復旧したときのサーバの動作

を設定します。
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___________________
例 次に、電力供給が失われた後にサーバの電源を以前の状態に復元する BIOSポリシーを作成する

例を示します。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # create bios-policy bios1
switch-A /org/bios-policy* # set resume-ac-on-power-loss-config resume-action last-state
switch-A /org/bios-policy* # commit-buffer
switch-A /org/bios-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show bios-policy
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set retention-interval
解決した障害のメッセージを削除するまでの時間を設定するには、 set retention-interval コマン
ドを使用します。

set retention-interval { forever | days hours minutes seconds }

___________________
シンタックスの説明

障害のメッセージを削除しない

ように指定します。

forever

障害のメッセージを保持する日

数を指定します。範囲は 0～
65535日です。

days

障害のメッセージを保持する時

間数を指定します。範囲は0～
hours

23時間です。デフォルトは1時
間です。

障害のメッセージを保持する分

数を指定します。範囲は 0～
59分です。

minutes

障害のメッセージを保持する秒

数を指定します。範囲は 0～
59秒です。

seconds

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 障害ポリシー（/monitoring/fault-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(2)

___________________
使用上のガイドライン set clear-action コマンドでメッセージを保持するよう設定されている場合に、このコマンドを使

用して障害のメッセージを保持する期間を設定します。
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___________________
例 次に、障害のメッセージを 30日間保持するよう設定する例を示します。

switch-A# scope monitoring
switch-A /monitoring # scope fault policy
switch-A /monitoring/fault-policy # set clear-action retain
switch-A /monitoring/fault-policy* # set retention-interval 30 0 0 0
switch-A /monitoring/fault-policy* # commit-buffer
switch-A /monitoring/fault-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

set clear-action

show fault policy
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set retries
再試行数を設定するには、 set retries コマンドを使用します。

set retries number

___________________
シンタックスの説明

再試行数。有効な値の範囲は 0～ 5です。number

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード RADIUS（/security/radius）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、サーバをダウンとして通知する前に RADIUSサーバとの通信を再試行

する回数を設定します。

___________________
例 次に、再試行数を設定する例を示します。

switch-A#scope security
switch /security # scope radius
switch /security/radius # set retries 3
switch /security/radius* # commit-buffer
switch /security/radius #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show ldap

show radius
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set rootdn
ルート認定者名を設定するには、 set rootdn コマンドを使用します。

set rootdn name

___________________
シンタックスの説明

ルート認定者。有効な値の範囲は 1～ 127です。name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード サーバ（/security/ldap/server）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、LDAPデータベーススーパーユーザアカウントの認定者名を指定しま

す。

___________________
例 次に、ルート認定者名を設定する例を示します。

switch-A#scope security
switch-A /security # scope ldap
switch-A /security/ldap # scope server s100
switch-A /security/ldap/server # set rootdn administrator
switch-A /security/ldap/server* # commit-buffer
switch-A /security/ldap/server #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show ldap

show server
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set rss receivesidescaling
ReceiveSideScaling（RSS;受信側のスケーリング）をイネーブルまたはディセーブルにするには、
set rss receivesidescaling コマンドを使用します。

set rss receivesidescaling { disabled | enabled }

___________________
シンタックスの説明

システムは RSSを使用しません。disabled

システムは RSSを使用します。enabled

___________________
コマンドデフォルト イネーブル

___________________
コマンドモード イーサネットアダプタポリシー（/org/eth-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、RSSをイネーブルまたはディセーブルにします。 RSSにより、マルチ

プロセッサシステム内の複数のCPU間で、ネットワーク受信処理を効率良く分散させることがで
きます。

___________________
例 次に、イーサネットポリシーで RSSをイネーブルにする例を示します。

switch-A# scope org
switch-A /org # enter eth-policy EthPolicy19
switch-A /org/eth-policy # set rss receivesidescaling enabled
switch-A /org/eth-policy* # commit-buffer
switch-A /org/eth-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show eth-policy
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set scrub-policy
スクラブポリシーを設定するには、 set scrub-policy コマンドを使用します。

set scrub-policy name

___________________
シンタックスの説明

スクラブポリシー名。有効な値の範囲は 1～ 16です。name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード サーバディスカバリポリシー（/org/server-disc-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、サービスプロファイルモードの開始に使用されたサービスプロファ

イルを、指定スクラブポリシーと関連付けます。

___________________
例 次に、スクラブポリシーを設定する例を示します。

switch-A# scope org org10
switch-A /org # scope server-disc-policy sdp100
switch-A /org/server-disc-policy # set scrub-policy scrub101

switch-A /org/server-disc-policy* # commit-buffer
switch-A /org/server-disc-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show scrub-policy

show server-disc-policy
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set scsi-io count
割り当てる SCSI I/Oキューリソースの数を設定するには、 set scsi-io count コマンドを使用しま
す。

set scsi-io count count

___________________
シンタックスの説明

キューリソースの数。count

___________________
コマンドデフォルト SCSI I/Oキューの数は 1です。

___________________
コマンドモード ファイバチャネルアダプタポリシー（/org/fc-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、割り当てる SCSI I/Oキューリソースの数を設定します。 1～ 8の範囲

内の数を入力してください。

___________________
例 次の例では、ファイバチャネルポリシーの SCSI I/Oキューの設定方法を示します。

switch-A# scope org
switch-A /org # enter fc-policy FcPolicy19
switch-A /org/fc-policy # set scsi-io count 4
switch-A /org/fc-policy* # set scsi-io ring-size 128
switch-A /org/fc-policy* # commit-buffer
switch-A /org/fc-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

set scsi-io ring-size

show scsi-io
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set scsi-io ring-size
SCSI I/Oキューの記述子数を設定するには、 set scsi-io ring-size コマンドを使用します。

set scsi-io ring-size ring-size

___________________
シンタックスの説明

記述子数。ring-size

___________________
コマンドデフォルト SCSI I/Oリングのサイズは 512です。

___________________
コマンドモード ファイバチャネルアダプタポリシー（/org/fc-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、SCSI I/Oキューの記述子数を設定します。 64～ 512の範囲内の数を入

力してください。

___________________
例 次の例では、ファイバチャネルポリシーの SCSI I/Oキューの設定方法を示します。

switch-A# scope org
switch-A /org # enter fc-policy FcPolicy19
switch-A /org/fc-policy # set scsi-io count 4
switch-A /org/fc-policy* # set scsi-io ring-size 128
switch-A /org/fc-policy* # commit-buffer
switch-A /org/fc-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

set scsi-io count

show scsi-io
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set send
送信を設定するには、 set send コマンドを使用します。

set send { off | on }

___________________
シンタックスの説明

送信をオフに指定します。off

送信をオンに指定します。on

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード フロー制御ポリシー（/eth-uplink/flow-control-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、フロー制御送信オプションを指定します。

offを指定すると、パケット負荷に関係なくポート上のトラフィックが通常どおり流れます。

onに指定すると、着信パケットレートが非常に高くなる場合に、UCSシステムがポーズ要求を
ネットワークに送信します。ポーズは数ミリ秒有効になった後、通常のレベルにリセットされま

す。

___________________
例 次の例は、送信を設定する方法を示します。

switch-A# scope eth-uplink
switch-A /eth-uplink # scope flow-control
switch-A /eth-uplink/flow-control # scope policy fcpolicy110
switch-A /eth-uplink/flow-control/policy # set send on
switch-A /eth-uplink/flow-control/policy* # commit-buffer
switch-A /eth-uplink/flow-control/policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show stats-threshold-policy

show policy
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set send-periodically
定期的なCallHomeインベントリメッセージの送信をイネーブルにするには、 set send-periodically
コマンドを使用します。

set send-periodically {off| on}

___________________
シンタックスの説明

定期的なインベントリメッセージをディセーブルにします。off

定期的なインベントリメッセージをイネーブルにします。on

___________________
コマンドデフォルト ディセーブル

___________________
コマンドモード インベントリ（monitoring/callhome/inventory）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(2)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、定期的な Call Homeインベントリメッセージの送信をイネーブルにし

ます。定期的なメッセージには、ハードウェアインベントリ情報と、現在イネーブルになってい

るすべてのソフトウェアサービスが含まれています。定期的なメッセージがイネーブルになって

いる場合、デフォルトの期間は 7日間で、デフォルトの時刻は 00:00です。

___________________
例 次の例は、Call Homeインベントリメッセージが 14日間隔で毎回 17:30に送信されるように設定

する方法を示します。

switch-A# scope monitoring
switch-A /monitoring # scope callhome
switch-A /monitoring/callhome # scope inventory
switch-A /monitoring/callhome/inventory # set send-periodically on
switch-A /monitoring/callhome/inventory* # set interval-days 14
switch-A /monitoring/callhome/inventory* # set timeofday-hour 17
switch-A /monitoring/callhome/inventory* # set timeofday-minute 30
switch-A /monitoring/callhome/inventory* # commit-buffer
switch-A /monitoring/callhome/inventory #
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

set interval-days

set timeofday-hour

set timeofday-minute

show inventory
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set server
ファームウェアのダウンロードファイルが存在するリモートサーバを指定するには、 set server
コマンドを使用します。

set server server

___________________
シンタックスの説明

リモートサーバ名または IPアドレスを指定します。server

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ファームウェアダウンロードタスク（/firmware/download-task）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、ファームウェアのダウンロードファイルが存在するリモートサーバを

指定します。

___________________
例 次に、リモートサーバを指定する例を示します。

switch-A# scope firmware
switch-A /firmware # scope download-task ucs-k9-bundle.1.1.0.279.bin
switch-A /firmware/download-task # set server 192.20.1.28
switch-A /firmware/download-task #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show download-task
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set site-id
モニタ対象機器のカスタマーサイト ID情報を設定するには、 set site-id コマンドを使用します。

set site-id site-id

___________________
シンタックスの説明

サイト IDのテキスト情報。site-id

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード Callhome（/monitoring/callhome）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(2)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、モニタ対象機器のカスタマーサイト ID情報を設定します。最大 512

文字入力できます。情報にスペースが含まれる場合は、エントリを引用符（" "）で囲む必要があ
ります。

___________________
例 次に、カスタマーサイト IDを設定する例を示します。

switch-A# scope monitoring
switch-A /monitoring # scope callhome
switch-A /monitoring/callhome # set side-id SanJose
switch-A /monitoring/callhome* # commit-buffer
switch-A /monitoring/callhome #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show callhome
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set size
ディスクパーティションのサイズを指定するには、 set size コマンドを使用します。

set size { size | unspecified }

___________________
シンタックスの説明

パーティションのサイズをMB単位で指定します。size

パーティションのサイズを指定しません。unspecified

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード パーティション（/org/local-disk-config/partition）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、ディスクパーティションのサイズをMB単位で指定します。

___________________
例 次の例では、10 GBのパーティションを指定する方法を示します。

server-A# scope org /
server-A /org # scope service-profile ServInst90
server-A /org/service-profile # create local-disk-config
server-A /org/service-profile/local-disk-config* # set mode no-raid
server-A /org/service-profile/local-disk-config* # create partition
server-A /org/service-profile/local-disk-config/partition* # set size 10000
server-A /org/service-profile/local-disk-config/partition* # set type ntfs
server-A /org/service-profile/local-disk-config/partition* # commit-buffer
server-A /org/service-profile/local-disk-config/partition #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show local-disk-config
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set snmp community
SNMPコミュニティを設定するには、 set snmp community コマンドを使用します。

set snmp community community

___________________
シンタックスの説明

コミュニティ名。有効な文字数は 1～ 512です。community

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード モニタリング（/monitoring）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン シスコでは、他のネットワークアプリケーションとのインターフェイスに必要なコミュニケー

ションサービスだけをイネーブルにすることを推奨しています。

コミュニティ名は任意の英数字文字列にすることができます。このコマンドを複数回入力して、

複数のコミュニティ文字列を作成します。

___________________
例 次の例は、SNMPコミュニティを設定する方法を示します。

switch-A#scope monitoring
switch-A /monitoring # set snmp community snmpcom10

switch-A /monitoring* # commit-buffer
switch-A /monitoring #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show snmp

show snmp-trap
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set sol-policy
Serial over LAN（SoL）ポリシーを設定するには、 set sol-policy コマンドを使用します。

set sol-policy name

___________________
シンタックスの説明 SoLポリシー名。有効な値の範囲は 1～ 16です。name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード サービスプロファイル（/org/service-profile）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、サービスプロファイルモードの開始に使用されたサービスプロファ

イルを、指定 SoLポリシーと関連付けます。

___________________
例 次の例は、SoLポリシーを設定する方法を示します。

switch-A# scope org org110
switch-A /org # scope service-profile spEast110
switch-A /org/service-profile # set sol-policy apEast110

switch-A /org/service-profile* # commit-buffer
switch-A /org/service-profile #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show sol-config

show sol-policy
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set speed
速度を設定するには、 set speed コマンドを使用します。

メモリモード

set speed { speed | unspec }

sol-config および sol-policy モード

set speed { 115200 | 19200 | 38400 | 57600 | 9600 }

___________________
シンタックスの説明

ボーレート。有効な値の範囲は 0～ 65535です。speed

未指定ボーレートを指定します。unspec

115200ボーレートを指定します。115200

19200ボーレートを指定します。19200

38400ボーレートを指定します。38400

57600ボーレートを指定します。57600

9600ボーレートを指定します。9600

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード /org/server-qual/memory

/org/service-profile/sol-config

/org/sol-policy

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、メモリのデータレートを指定します。
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___________________
例 次の例は、速度を設定する方法を示します。

switch-A# scope org org10
switch-A /org # scope service-profile sp10
switch-A /org/service-profile # scope sol-config
switch-A /org/service-profile/sol-config # set speed 9600
switch-A /org/service-profile/sol-config* # commit-buffer
switch-A /org/service-profile/sol-config #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show memory

show sol-config
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set src-templ-name
ソーステンプレート名を設定するには、 set src-templ-name コマンドを使用します。

set src-templ-name name

___________________
シンタックスの説明

ソーステンプレート名。有効な値の範囲は 1～ 16です。name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード サービスプロファイル（/org/service-profile）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、サービスプロファイルモードの開始に使用されたサービスプロファ

イルを、指定ソーステンプレートと関連付けます。

___________________
例 次の例は、ソーステンプレート名を設定する方法を示します。

switch-A# scope org org110
switch-A /org # scope service-profile spEast110
switch-A /org/service-profile # set src-templ-name srcTempName110

switch-A /org/service-profile* # commit-buffer
switch-A /org/service-profile #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show service-policy

show vhba-templ
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set sshkey
SSHキーを設定するには、 set sshkey コマンドを使用します。

set sshkey [key | none]

___________________
シンタックスの説明 SSHキーkey

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード セキュリティ（/security）

ローカルユーザ（/security/local-user）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、パスワードのないアクセスに使用される SSHキーを指定します。

___________________
例 次の例は、SSHキーを設定する方法を示します。

switch-A# scope security
switch-A /security # set sshkey "ssh-rsa
AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAIEAuo9VQ2CmWBI9/S1f30klCWjnV3lgdXMzO0W
Ul5iPw85lkdQqap+NFuNmHcb4K iaQB8X/PDdmtlxQQcawclj+k8f4VcOelBxls
Gk5luq5ls1ob1VOIEwcKEL/h5lrdbNlI8y3SS9I/gGiBZ9ARlop9LDpD m8HPh2
LOgyH7Ei1MI8="
switch-A /security* # commit-buffer
switch-A /security #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show keyring

show trustpoint
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set ssl
LDAPサーバとの通信時に SSLをイネーブルまたはディセーブルにするには、set sslコマンドを
使用します。

set ssl { no | yes }

___________________
シンタックスの説明

暗号化はディセーブルです。認証情報はクリアテキストとして送信されま

す。

no

暗号化が必要です。暗号化をネゴシエートできない場合は、接続に失敗しま

す。

yes

___________________
コマンドモード LDAPサーバ（/security/ldap/server）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、LDAPサーバとの通信時に SSLの暗号化をイネーブルまたはディセー

ブルにします。

___________________
例 次の例は、サーバ上に SSLを設定する方法を示します。

switch-A# scope security
switch-A /security # scope ldap
switch-A /security/ldap # create server 192.0.20.246
switch-A /security/ldap/server* # set ssl yes
switch-A /security/ldap/server* # set port 389
switch-A /security/ldap/server* # set binddn
"cn=Administrator,cn=Users,DC=cisco-ucsm-aaa3,DC=qalab,DC=com"
switch-A /security/ldap/server* # commit-buffer
switch-A /security/ldap/server #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show ldap

show server
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set stats-policy
統計情報ポリシーを設定するには、 set stats-policy コマンドを使用します。

set stats-policy name

___________________
シンタックスの説明

統計情報ポリシー名。有効な値の範囲は 1～ 16です。name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 仮想 NICテンプレート（/org/vnic-templ）

仮想 NIC（/org/service-profile/vnic）

サービスプロファイル（/org/service-profile）

仮想 HBAテンプレート（/org/vhba-templ）

仮想 HBA（/org/service-profile/vhba）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

このコマンドを使用して、サービスプロファイルモードの開始に使用されたサービスプロファ

イル、または仮想 NICテンプレートあるいは仮想 HBAテンプレートモードの開始に使用された
テンプレートを、指定統計情報ポリシーと関連付けます。

___________________
例 次の例は、統計情報ポリシーを設定する方法を示します。

switch-A# scope org org110
switch-A /org # scope service-profile spEast110
switch-A /org/service-profile # set stats-policy statsEast110

switch-A /org/service-profile* # commit-buffer
switch-A /org/service-profile #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show service-profile

show stats-threshold-policy
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set stepping
ステッピングを設定するには、 set stepping コマンドを使用します。

set stepping { number | unspecified }

___________________
シンタックスの説明

ステッピング番号。有効な値の範囲は 0～ 4294967295です。number

未指定のステッピング番号を指定します。unspecified

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード プロセッサ（/org/server-qual/processor）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、プロセッサのステッピング番号を指定します。

___________________
例 次の例は、最小コア数を設定する方法を示します。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # scope server-qual squal10
switch-A /org/server-qual # scope processor
switch-A /org/server-qual/processor # set stepping 1
switch-A /org/server-qual/processor* # commit-buffer
switch-A /org/server-qual/processor #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show memory

show processor
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set street-address
Call Homeメッセージに表示される住所を設定するには、 set street-address コマンドを使用しま
す。

set street-address street-address

___________________
シンタックスの説明

住所のテキスト情報。street-address

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード Callhome（/monitoring/callhome）

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、RMA交換機器の配送先の住所を設定します。255文字まで入力できま

す。情報にスペースが含まれる場合は、エントリを引用符（" "）で囲む必要があります。

___________________
例 次の例は、住所を設定する方法を示します。

switch-A# scope monitoring
switch-A /monitoring # scope callhome
switch-A /monitoring/callhome # set street-address "123 Example St., San Jose, CA 95134"
switch-A /monitoring/callhome* # commit-buffer
switch-A /monitoring/callhome #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show callhome
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set switch-priority
CallHomeメッセージの緊急性レベルを設定するには、 set switch-priority コマンドを使用します。

set switch-priority { emergencies | alerts| critical | errors | warnings| notifications | information|
debugging}

___________________
シンタックスの説明 Call Homeメッセージの緊急性レベルのしきい値を設定します。緊急

性レベルのオプションについては、使用上のガイドラインを参照して

ください。

switch-priority options

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード Callhome（/monitoring/callhome）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(2)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、Call Homeメッセージの緊急性レベルのしきい値を指定します。

次の表に、緊急性を降順に一覧表示します。

緊急事態レベル（0）emergencies

アラートレベル（1）alerts

緊急レベル（2）critical

エラーレベル（3）errors

警告レベル（4）warnings

通知レベル（5）notifications

情報レベル（6）information

デバッグレベル（7）debugging
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___________________
例 次の例では、緊急性レベルを「重大（Critical）」に指定する方法を示します。

switch-A# scope monitoring
switch-A /monitoring # scope callhome
switch-A /monitoring/callhome # set switch-priority critical
switch-A /monitoring/callhome* # commit-buffer
switch-A /monitoring/callhome #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show callhome
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set syslog console
コンソールに送信される syslogメッセージを設定するには、set syslog consoleコマンドを使用しま
す。

set syslog console level { alerts | critical | emergencies } +

___________________
シンタックスの説明 syslogコンソールのメッセージ

の緊急性のしきい値を設定しま

す。

level

最も緊急性が高い Emergency
（0）レベルを指定します。

emergencies

Alert（1）レベルを指定しま
す。

alerts

Critical（2）レベルを指定しま
す。

critical

___________________
コマンドデフォルト デフォルトのレベルは Criticalです。

___________________
コマンドモード モニタリング（/monitoring）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

stateキーワードは推奨しません。1.3(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、syslogコンソールメッセージの緊急性レベルのしきい値を設定します。

syslogコンソール情報を設定した後で、enable syslogコマンドを使用してメッセージの送信をイ
ネーブルにする必要があります。
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stateキーワードは推奨しません。 enable syslog consoleコマンドまたは disable syslog console
コマンドを使用して、syslogコンソールをイネーブルまたはディセーブルにします。

（注）

___________________
例 次の例は、syslogコンソールメッセージの緊急性レベルのしきい値をAlertに設定する方法を示し

ます。

switch-A# scope monitoring
switch-A /monitoring # set syslog console level alerts
switch-A /monitoring* # enable syslog console
switch-A /monitoring* # commit-buffer
switch-A # /monitoring #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

enable syslog

show syslog
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set syslog file
syslogファイルを設定にするには、set syslog fileコマンドを使用します。

set syslog file { level { emergencies | alerts| critical | errors | warnings| notifications | information|
debugging} | name name | size size } +

___________________
シンタックスの説明 syslogファイルの緊急性のしきい値を設定します。緊急性レベルのオプ

ションについては、使用上のガイドラインを参照してください。

level

syslogファイル名を指定します。name

ファイルの名前。ファイル名には最大 16文字を使用できます。name

ファイルサイズを指定します。size

ファイルサイズはバイト単位です。有効な値の範囲は 4096～ 10485760
です。

size

___________________
コマンドデフォルト デフォルトのレベルは Criticalで、ファイルサイズのデフォルトは 10485760バイトです。

___________________
コマンドモード モニタリング（/monitoring）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

stateキーワードは推奨しません。1.3(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、syslogファイルの syslogメッセージのファイル名、ファイルの最大サ

イズ、緊急性レベルのしきい値を設定します。 syslogファイル情報を設定した後で、enable syslog
コマンドを使用してファイルへのメッセージの書き込みをイネーブルにする必要があります。

次の表に、緊急性の levelオプションを降順に一覧表示します。

緊急事態レベル（0）emergencies

アラートレベル（1）alerts
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緊急レベル（2）critical

エラーレベル（3）errors

警告レベル（4）warnings

通知レベル（5）notifications

情報レベル（6）information

デバッグレベル（7）debugging

stateキーワードは推奨しません。 enable syslog fileコマンドまたは disable syslog fileコマンド
を使用して、syslogファイルをイネーブルまたはディセーブルにします。

（注）

___________________
例 次の例に、syslogファイルをイネーブルにして、ファイルの名前、サイズ、および緊急性レベル

を設定する方法を示します。

switch-A# scope monitoring
switch-A /monitoring # enable syslog file
switch-A /monitoring* # set syslog file name logsSanJose7
switch-A /monitoring* # set syslog file size 4096
switch-A /monitoring* # set syslog file level alerts
switch-A /monitoring* # commit-buffer
switch-A /monitoring #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

enable syslog

show syslog
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set syslog min-level
syslogメッセージの最低レベルを設定するには、 set syslog min-level コマンドを使用します。

set syslog min-level { crit | debug0 | debug1 | debug2 | debug3 | debug4 | info | major | minor | warn }

___________________
シンタックスの説明

最低レベルを重大に指定します。crit

最低レベルをデバッグ 0に指定します。debug0

最低レベルをデバッグ 1に指定します。debug1

最低レベルをデバッグ 2に指定します。debug2

最低レベルをデバッグ 3に指定します。debug3

最低レベルをデバッグ 4に指定します。debug4

最低レベルを情報に指定します。info

最低レベルをメジャーに指定します。major

最低レベルをマイナーに指定します。minor

最低レベルを警告に指定します。warn

___________________
コマンドデフォルト 最低レベルは設定されていません。

___________________
コマンドモード 管理ロギング（/monitoring/sysdebug/mgmt-logging）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例では、syslogメッセージの最低レベルを設定する方法を示します。

switch-A#scope monitoring
switch-A /monitoring # scope sysdebug

switch-A /monitoring/sysdebug # scope mgmt-logging
switch-A /monitoring/sysdebug/mgmt-logging # scope mgmt-logging
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switch-A /monitoring/sysdebug/mgmt-logging # set syslog min-level crit
switch-A /monitoring/sysdebug/mgmt-logging* # commit-buffer
switch-A /monitoring/sysdebug/mgmt-logging #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show fsm

show syslog
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set syslog monitor
オペレーティングシステムで syslogモニタリングを設定するには、 set syslog monitor コマンド
を使用します。

set syslog monitor level { emergencies | alerts| critical | errors | warnings| notifications | information|
debugging} +

___________________
シンタックスの説明 syslogモニタのメッセージの緊急性のしきい値を設定します。緊急性レベルの

オプションについては、使用上のガイドラインを参照してください。

level

___________________
コマンドデフォルト デフォルトのレベルは Criticalです。

___________________
コマンドモード モニタリング（monitoring）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

stateキーワードは推奨しません。1.3(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、モニタするsyslogメッセージの緊急性レベルのしきい値を設定します。

syslogモニタ情報を設定した後で、enable syslogコマンドを使用してモニタリングをイネーブルに
する必要があります。

次の表に、緊急性の levelオプションを降順に一覧表示します。

緊急事態レベル（0）emergencies

アラートレベル（1）alerts

緊急レベル（2）critical

エラーレベル（3）errors

警告レベル（4）warnings

通知レベル（5）notifications
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情報レベル（6）information

デバッグレベル（7）debugging

terminal monitorコマンドを入力した場合にだけ、Criticalより下のレベルのメッセージが端末
のモニタに表示されます。

（注）

stateキーワードは推奨しません。 enable syslog monitorコマンドまたは disable syslog monitor
コマンドを使用して、syslogモニタをイネーブルまたはディセーブルにします。

（注）

___________________
例 次の例に、syslogモニタをイネーブルにして、モニタする syslogメッセージの緊急性レベルのし

きい値を設定する方法を示します。

switch-A# scope monitoring
switch-A /monitoring # enable syslog monitor
switch-A /monitoring* # set syslog monitor level warnings
switch-A /monitoring* # commit-buffer
switch-A /monitoring #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

enable syslog

show syslog

terminal monitor
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set syslog remote-destination
syslogメッセージのリモート宛先への送信を設定するには、 set syslog remote-destination コマン
ドを使用します。

set syslog remote-destination { server-1 | server-2 | server-3 } { level { emergencies | alerts| critical |
errors | warnings| notifications | information| debugging} | hostname hostname | facility { local0 | local1
| local2 | local3 | local4 | local5 | local6 | local7 } } +

___________________
シンタックスの説明

サーバ 1を指定します。server-1

サーバ 2を指定します。server-2

サーバ 3を指定します。server-3

リモート宛先への送信のメッセージの緊急性のしきい値を指定しま

す。緊急性レベルのオプションについては、使用上のガイドライン

を参照してください。

level

ホスト名を指定します。hostname

ホスト名。名前には、1～ 256文字を使用できます。hostname

リモート宛先に送信されるメッセージのファシリティ番号を指定しま

す。

facility

ローカルファシリティ番号。有効な値の範囲は local0～ local7です。localn

___________________
コマンドデフォルト ホスト名のデフォルトは Noneです。デフォルトのレベルは Criticalです。

___________________
コマンドモード モニタリング（/monitoring）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

stateキーワードは推奨しません。1.3(1)
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___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、リモート syslogサーバに送信する syslogメッセージのホスト名、メッ

セージの緊急性レベル、ファシリティ番号を設定します。リモートサーバ情報を設定した後で、

enable syslogコマンドを使用してメッセージの送信をイネーブルにする必要があります。 server-n
キーワードを使用して、最大 3台のリモートサーバを個別に設定してイネーブルにすることがで
きます。

次の表に、緊急性の levelオプションを降順に一覧表示します。

緊急事態レベル（0）emergencies

アラートレベル（1）alerts

緊急レベル（2）critical

エラーレベル（3）errors

警告レベル（4）warnings

通知レベル（5）notifications

情報レベル（6）information

デバッグレベル（7）debugging

stateキーワードは推奨しません。 enable syslog remote-destinationコマンドまたは disable syslog
remote-destinationコマンドを使用して、syslog remote-destinationをイネーブルまたはディセー
ブルにします。

（注）

___________________
例 次の例は、syslogリモート宛先をイネーブルにして設定する方法を示します。

switch-A# scope monitoring
switch-A /monitoring # enable syslog remote-destination server-1
switch-A /monitoring* # set syslog remote-destination server-1 hostname ITEast1 level alerts
switch-A /monitoring* # commit-buffer
switch-A /monitoring #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

enable syslog

show syslog
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set target
ターゲットを設定するには、 set target コマンドを使用します。

set target { a | b } {port slot-id/port-id | port-channel id }

___________________
シンタックスの説明

スイッチ Aを指定します。a

スイッチ Bを指定します。b

ポートを指定します。port

スロットとポート ID番号を指定します。slot-id/port-id

ポートチャネルを指定します。port-channel

ポートチャネル ID番号を指定します。id

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ファイバチャネルアップリンク下のピングループ（/fc-uplink/pin-group）

イーサネットアップリンク下のピングループ（/eth-uplink/pin-group）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、ファイバチャネルまたはイーサネットピンターゲットを、指定した

スイッチとポート、あるいはスイッチとポートチャネルに設定します。 /fc-uplink/pin-groupまで
移動し、ファイバチャネルピンターゲットを設定します。 /eth-uplink/pin-groupまで移動し、イー
サネットピンターゲットを設定します。

___________________
例 次の例では、ターゲットを設定する方法を示します。

switch-A# scope eth-uplink
switch-A /eth-uplink # scope pin-group pinGroupOne

switch-A /eth-uplink/pin-group # set target a port 1/1

Cisco UCS Manager CLI コマンドリファレンスリリース 1.3(1)    
   OL-22880-03-J 843

コマンド

set target



switch-A /eth-uplink/pin-group* # commit-buffer
switch-A /eth-uplink/pin-group #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show pin-group

show target
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set template
サービスプロファイルテンプレートを指定するには、set templateコマンドを使用します。

set template template

___________________
シンタックスの説明

サービスプロファイルテンプレートの名前を指定します。 32文字まで
入力します。

template

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード サーバ自動設定ポリシー（/org/server-autoconfig-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、サーバのサービスプロファイルインスタンスを作成するためのサービ

スプロファイルテンプレートを指定します。

___________________
例 次の例は、サービスプロファイルテンプレートの指定方法を示します。

switch-A# scope org /
switch-A /org # create server-autoconfig-policy AutoConfigFinance
switch-A /org/server-autoconfig-policy* # set destination org finance
switch-A /org/server-autoconfig-policy* # set qualifier ServPoolQual22
switch-A /org/server-autoconfig-policy* # set template ServTemp2
switch-A /org/server-autoconfig-policy* # commit-buffer
switch-A /org/server-autoconfig-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show server-autoconfig-policy
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set template-name
テンプレート名を設定するには、 set template-name コマンドを使用します。

set template-name name

___________________
シンタックスの説明

テンプレート名。有効な値の範囲は 1～ 16です。name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード vNIC（/org/service-profile/vnic）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例

switch-A# scope org org10
switch-A /org # scope service-profile sp10
switch-A /org/service-profile # scope vnic vnic10
switch-A /org/service-profile/vnic # set template-name temp10
switch-A /org/service-profile/vnic* # commit-buffer
switch-A /org/service-profile/vnic #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show vhba

show vnic
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set throttling
同じイベントの Call Homeメッセージの受信数を制限するには、 set throttling コマンドを使用し
ます。

set throttling { off | on }

___________________
シンタックスの説明

重複したメッセージの制限をディセーブルにします。off

重複したメッセージの制限をイネーブルにします。on

___________________
コマンドデフォルト イネーブル

___________________
コマンドモード Callhome（/monitoring/callhome）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(2)

___________________
使用上のガイドライン コマンドを使用して、同じイベントの Call Homeメッセージの受信数を制限します。送信された

メッセージの数が設定済みのタイムフレーム内の最大制限を超えた場合、そのタイムフレーム内

での同じアラートタイプの以降のメッセージが破棄されます。

___________________
例 次の例は、重複している Call Homeメッセージのスロットリングをイネーブルにする方法を示し

ています。

switch-A# scope monitoring
switch-A /monitoring # scope callhome
switch-A /monitoring/callhome # set throttling on
switch-A /monitoring/callhome* # commit-buffer
switch-A /monitoring/callhome #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show callhome
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set timeofday-hour
定期的な Call Homeインベントリメッセージの送信時刻を設定にするには、 set timeofday-hour
コマンドを使用します。

set timeofday-hour hour

___________________
シンタックスの説明

時刻。hour

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの時刻は 00:00です。

___________________
コマンドモード インベントリ（/monitoring/callhome/inventory）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(2)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、定期的なCallHomeインベントリメッセージの送信時刻を設定します。

指定できる範囲は 0～ 23です。デフォルトは 0です。

___________________
例 次の例は、Call Homeインベントリメッセージが 14日間隔で毎回 17:30に送信されるように設定

する方法を示します。

UCS-A# scope monitoring
UCS-A /monitoring # scope callhome
UCS-A /monitoring/callhome # scope inventory
UCS-A /monitoring/callhome/inventory # set send-periodically on
UCS-A /monitoring/callhome/inventory* # set interval-days 14
UCS-A /monitoring/callhome/inventory* # set timeofday-hour 17
UCS-A /monitoring/callhome/inventory* # set timeofday-minute 30
UCS-A /monitoring/callhome/inventory* # commit-buffer
UCS-A /monitoring/callhome/inventory #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

set interval-days

set send-periodically

set timeofday-minute
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説明コマンド

show inventory
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set timeofday-minute
定期的なCallHomeインベントリメッセージの送信時刻のminutesフィールドを設定にするには、
set timeofday-minute コマンドを使用します。

set timeofday-minute minute

___________________
シンタックスの説明

時刻の分。minute

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの時刻は 00:00です。

___________________
コマンドモード インベントリ（/monitoring/callhome/inventory）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(2)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、定期的な Call Homeインベントリメッセージの送信時刻の minutes

フィールドを設定します。指定できる範囲は 0～ 59です。デフォルトは 0です。

___________________
例 次の例は、Call Homeインベントリメッセージが 14日間隔で毎回 17:30に送信されるように設定

する方法を示します。

UCS-A# scope monitoring
UCS-A /monitoring # scope callhome
UCS-A /monitoring/callhome # scope inventory
UCS-A /monitoring/callhome/inventory # set send-periodically on
UCS-A /monitoring/callhome/inventory* # set interval-days 14
UCS-A /monitoring/callhome/inventory* # set timeofday-hour 17
UCS-A /monitoring/callhome/inventory* # set timeofday-minute 30
UCS-A /monitoring/callhome/inventory* # commit-buffer
UCS-A /monitoring/callhome/inventory #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

set interval-days

set send-periodically

set timeofday-hour
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説明コマンド

show inventory
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set timeout
タイムアウトを設定するには、 set timeout コマンドを使用します。

set timeout timeout

___________________
シンタックスの説明

タイムアウト間隔（秒）。有効な値の範囲は 1～ 60です。timeout

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード TACACS（/security/tacacs）

RADIUS（/security/radius）

LDAP（/security/ldap）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例では、タイムアウトを設定する方法を示します。

switch-A#scope security
switch-A /security # scope ldap
switch-A /security/ldap # set timeout 30
switch-A /security/ldap* # commit-buffer
switch-A /security/ldap #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show ldap

show tacacs
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set timezone
システムサービスのタイムゾーンを設定するには、 set timezone コマンドを使用します。

set timezone

___________________
コマンドデフォルト タイムゾーンは UTCです。

___________________
コマンドモード サービス（/system/services）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、時刻を必要とするシステムサービスのタイムゾーンを設定します。

選択肢が表示され、タイムゾーンを選択するように求められます。

___________________
例 次の例では、ロスアンジェルスのタイムゾーンを選択する方法を示します。

UCS-A# scope system
UCS-A /system # scope services
UCS-A /system/services # set timezone
Please identify a location so that time zone rules can be set correctly.
Please select a continent or ocean.
1) Africa 4) Arctic Ocean 7) Australia 10) Pacific Ocean
2) Americas 5) Asia 8) Europe
3) Antarctica 6) Atlantic Ocean 9) Indian Ocean
#? 2
Please select a country.
1) Anguilla 18) Ecuador 35) Paraguay
[...truncated...]
11) Cayman Islands 28) Jamaica 45) United States
[...truncated...]
#? 45
Please select one of the following time zone regions.
1) Eastern Time
[...truncated...]
15) Mountain Standard Time - Arizona
16) Pacific Time
17) Alaska Time
[...truncated...]
#? 16
The following information has been given:
United States
Pacific Time
Therefore timezone 'America/Los_Angeles' will be set.
Local time is now: Fri May 15 07:39:25 PDT 2009.
Universal Time is now: Fri May 15 14:39:25 UTC 2009.
Is the above information OK?
1) Yes
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2) No
#? 1
UCS-A /system/services #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show clock

show timezone
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set trans-queue count
割り当てる送信キューリソースの数を設定するには、 set trans-queue count コマンドを使用しま
す。

set trans-queue count count

___________________
シンタックスの説明

キューリソースの数。count

___________________
コマンドデフォルト 送信キューの数は 1です。

___________________
コマンドモード イーサネットアダプタポリシー（/org/eth-policy）

ファイバチャネルアダプタポリシー（/org/fc-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、割り当てる送信キューリソースの数を設定します。 1～ 256の範囲内

の数を入力してください。

このコマンドは set work-queue count コマンドの代わりに使用します。

___________________
例 次の例は、イーサネットポリシーの送信キューリソースの数を設定する方法を示します。

switch-A# scope org
switch-A /org # enter eth-policy EthPolicy19
switch-A /org/eth-policy # set recv-queue count 100
switch-A /org/eth-policy* # set trans-queue count 100
switch-A /org/eth-policy* # set comp-queue count 200
switch-A /org/eth-policy* # commit-buffer
switch-A /org/eth-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

set trans-queue ring-size

show eth-policy

show fc-policy
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set trans-queue ring-size
送信キューの記述子数を設定するには、 set trans-queue ring-size コマンドを使用します。

set trans-queue ring-size ring-size

___________________
シンタックスの説明

記述子数。ring-size

___________________
コマンドデフォルト 送信キューリングサイズは 256です。

___________________
コマンドモード イーサネットアダプタポリシー（/org/eth-policy）

ファイバチャネルアダプタポリシー（/org/fc-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、送信キューの記述子数を設定します。 64～ 4096の範囲内の数を入力

してください。

このコマンドは set work-queue ring-size コマンドの代わりに使用します。

___________________
例 次の例は、イーサネットポリシーの送信キューリングサイズを設定する方法を示します。

switch-A# scope org
switch-A /org # enter eth-policy EthPolicy19
switch-A /org/eth-policy # set trans-queue count 100
switch-A /org/eth-policy* # set trans-queue ring-size 1024
switch-A /org/eth-policy* # commit-buffer
switch-A /org/eth-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

set trans-queue count

show eth-policy

show fc-policy
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set trustpoint
キーリングのトラストポイントを指定するには、 set trustpoint コマンドを使用します。

set trustpoint trustpoint

___________________
シンタックスの説明

定義されたトラストポイントの名前。trustpoint

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード キーリング（/security/keyring）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、キーリングのトラストポイントを指定します。トラストポイント名に

は最大 16文字を使用できます。

___________________
例 次の例は、キーリングのトラストポイントを指定する方法を示します。

switch-A# scope security
switch-A /security # scope keyring MyKR05
switch-A /security/keyring # set trustpoint CiscoCA5
switch-A /security/keyring* # commit-buffer
switch-A /security/keyring #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

create trustpoint
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set type（バックアップ）
バックアップ対象の設定および状態情報を指定するには、 set type コマンドを使用します。

set type { all-configuration | logical-configuration | system-configuration | full-state }

___________________
シンタックスの説明

サーバ、ファブリック、およびシステム関連の設定をバック

アップします。

all-configuration

ファブリックおよびサーバ関連の設定をバックアップします。logical-configuration

システム関連の設定をバックアップします。system-configuration

障害回復のための完全な状態のバックアップを行います。full-state

___________________
コマンドデフォルト すべての設定情報（サーバ、ファブリック、およびシステム関連）がバックアップされます。

___________________
コマンドモード システムバックアップ（/system/backup）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、バックアップ対象の設定および状態情報を指定します。

___________________
例 次の例は、バックアップ対象のファブリックおよびサーバ関連の設定を指定します。

server-A# scope system
server-A /system # create backup ftp: full-state enabled
Password:
server-A /system/backup* # set type logical-configuration
server-A /system/backup* # commit-buffer
server-A /system/backup #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show backup
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set type（パーティション）
ディスクパーティションのファイルシステムを指定するには、 set type コマンドを使用します。

set type { ext2 | ext3 | fat32 | none | ntfs | swap }

___________________
シンタックスの説明

パーティションで EXT2ファイルシステムを使用します。ext2

パーティションで EXT3ファイルシステムを使用します。ext3

パーティションで FAT32ファイルシステムを使用します。fat32

パーティションでファイルシステムを使用しません。none

パーティションで NTFSファイルシステムを使用します。ntfs

パーティションはスワップ領域として使用されます。swap

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード パーティション（/org/local-disk-config/partition）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、ディスクパーティションのファイルシステムを指定します。

___________________
例 次の例は、新しいパーティションに NTFSファイルシステムを指定する方法を示します。

server-A# scope org /
server-A /org # scope service-profile ServInst90
UCS-A /org/service-profile # create local-disk-config
UCS-A /org/service-profile/local-disk-config* # set mode no-raid
UCS-A /org/service-profile/local-disk-config* # create partition
UCS-A /org/service-profile/local-disk-config/partition* # set size 10000
UCS-A /org/service-profile/local-disk-config/partition* # set type ntfs
UCS-A /org/service-profile/local-disk-config/partition* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile/local-disk-config/partition #
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

show local-disk-config
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set type（テンプレート）
テンプレートの更新ポリシーを設定するには、 set type コマンドを使用します。

set type { initial-template | updating-template }

___________________
シンタックスの説明

このテンプレートが更新されたときに、このテンプレートから作成さ

れたインスタンスは自動的に更新されません。

initial-template

このテンプレートが更新されたときに、このテンプレートから作成さ

れたインスタンスは自動的に更新されます。

updating-template

___________________
コマンドデフォルト このテンプレートが更新されたときに、このテンプレートから作成されたインスタンスは自動的

に更新されません。

___________________
コマンドモード 仮想 HBAテンプレート（/org/vhba-templ）

仮想 NICテンプレート（/org/vnic-templ）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、vHBA（仮想ホストバスアダプタ）または vNIC（仮想ネットワーク

インターフェイスカード）テンプレートの更新ポリシーを設定します。

___________________
例 次の例に、テンプレートが更新されたときに、vNICテンプレートから作成されるインスタンスの

指定方法を示します。

switch-A# scope org org10
switch-A /org # scope vnic-templ sp10
switch-A /org/vnic-templ # set type updating-template
switch-A /org/vnic-templ* # commit-buffer
switch-A /org/vnic-templ #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show vhba-templ
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説明コマンド

show vnic-templ
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set units
メモリ装置を設定するには、 set units コマンドを使用します。

set units { units | unspec }

___________________
シンタックスの説明

メモリ装置。有効な値の範囲は 0～ 65535です。units

未指定のメモリ装置を指定します。unspec

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード /org/server-qual/memory

/org/server-qual/storage

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0

___________________
使用上のガイドライン メモリ装置は PCBにマウントされている DRAMチップを指します。

___________________
例 次の例では、メモリ装置を設定する方法を示します。

switch-A# scope org org10
switch-A /org # scope server-qual squal10
switch-A /org/server-qual # scope memory
switch-A /org/server-qual/memory # set units 1000
switch-A /org/server-qual/memory* # commit-buffer
switch-A /org/server-qual/memory #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show memory

show storage
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set uplink-fail-action
アップリンク障害処理を設定するには、set uplink-fail-actionコマンドを使用します。

set uplink-fail-action {link-down| warning}

___________________
シンタックスの説明

ダウンしている仮想インターフェイスがリンクダウンと見なされるこ

とを指定します。

link-down

ダウンしている仮想インターフェイスで障害が発生していることを指

定します。

warning

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ネットワーク制御ポリシー（/org/nwctrl-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(2)

___________________
使用上のガイドライン

この設定はエンドホストモード（デフォルトモード）の場合にだけ適用されます。

すべてのアップリンクポートがダウンしているときに、UCSMシステム内のブレード間接続を維
持する場合には、警告を使用すると便利です。ただし、このような場合には、アップリンク接続

が失われても、ファブリックフェールオーバーが実行されません。

___________________
例 次の例では、アップリンク障害処理を設定する方法を示します。

switch-A# scope org org100
switch-A /org # scope nwctrl-policy nCP100
switch-A /org/nwctrl-policy # set uplink-fail-action warning
switch-A /org/nwctrl-policy* # commit-buffer
switch-A /org/nwctrl-policy #
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

show nwctrl-policy

show service-policy
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set user
リモートサーバにログインするためのユーザ名を指定するには、 set user コマンドを使用しま
す。

set user user

___________________
シンタックスの説明

ユーザ名を指定します。user

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード インポートの設定（/system/import-config）

システムバックアップ（/system/backup）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、ファイル転送のためにリモートサーバにログインするためのユーザ名

を指定します。

___________________
例 次の例は、リモートファイルサーバにログインするためのユーザ名を指定します。

server-A# scope system
server-A /system # scope import-config host35
server-A /system/import-config # set user User13
server-A /system/import-config* # commit-buffer
server-A /system/import-config #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show backup

show import-config
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set userid
システムがリモートサーバへのログインに使用する必要のあるユーザ名を指定するには、 set
userid コマンドを使用します。

set userid userid

___________________
シンタックスの説明

リモートサーバのログインユーザ名。userid

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ファームウェアダウンロードタスク（/firmware/download-task）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、システムがリモートサーバへのログインに使用する必要のあるユーザ

名を指定します。プロトコルが TFTPの場合、このフィールドは適用されません。

___________________
例 次の例は、リモートファイルサーバにログインするためのユーザ名を指定する方法を示します。

switch-A# scope firmware
switch-A /firmware # scope download-task ucs-k9-bundle.1.1.0.279.bin
switch-A /firmware/download-task # set userid User123
switch-A /firmware/download-task #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show download-task
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set user-label
サーバに識別ラベルを割り当てるには、set user-labelコマンドを使用します。

set user-label label

___________________
シンタックスの説明

スペースなしで 16文字まで入力します。label

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード サーバ（/chassis/server）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、サーバに識別ラベルを割り当てます。

___________________
例 次の例は、シャーシ 1のサーバ 2にラベルを割り当てる方法を示します。

switch-A# scope server 1/2
switch-A /chassis/server # set user-label SanJose13
switch-A /chassis/server* # commit-buffer
switch-A /chassis/server #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show server
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set uuid-prefix
UUIDプール値の接頭辞を指定するには、set uuid-prefixコマンドを使用します。

set uuid-prefix {uuid-prefix| derived}

___________________
シンタックスの説明 nnnnnnnn-nnnn-nnnnの形式で接頭辞を指定します。uuid-prefix

製造時にハードウェアに焼き付けられた UUIDの接頭辞を使用しま
す。

derived

___________________
コマンドデフォルト UUID接頭辞を取得します。

___________________
コマンドモード UUID接尾辞プール（/org/uuid-suffix-pool）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、ダイナミック UUID割り当てのために UUID接尾辞プール値と組み合

わせる汎用一意識別子（UUID）接頭辞を指定します。

接頭辞には、nnnnnnnn-nnnn-nnnnの形式で、ハイフンで 3つのグループに区切られた 16の 16進
数の文字が含まれます。

___________________
例 次の例は、UUID接尾辞プールの UUID接頭辞を指定する方法を示します。

switch-A# scope org org10
switch-A /org # scope uuid-suffix-pool usp10a
switch-A /org/uuid-suffix-pool # set uuid-prefix 12345678-9abc-def0
switch-A /org/uuid-suffix-pool* # commit-buffer
switch-A /org/uuid-suffix-pool #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show uuid-suffix-pool
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set v3privilege
SNMPトラップの宛先の SNMPv3セキュリティレベルを指定するには、 set v3privilege コマンド
を使用します。

set v3privilege {auth| noauth| priv}

___________________
シンタックスの説明

トラップの宛先と一緒にキー付きハッシュ認証を指定します。auth

トラップの宛先と一緒にユーザ名認証を指定します。noauth

トラップの宛先と一緒にキー付きハッシュ認証およびデータの暗号化（プ

ライバシー）を指定します。

priv

___________________
コマンドデフォルト トラップの宛先と一緒にユーザ名認証（noauth）を使用します。

___________________
コマンドモード SNMPトラップ（/monitoring/snmp-trap）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、SNMPトラップの宛先の Simple Network Management Protocol version 3

（SNMPv3;簡易ネットワーク管理プロトコルバージョン 3）セキュリティレベルを指定します。

___________________
例 次の例は、SNMPトラップの宛先の SNMPv3セキュリティレベルを設定する方法を示します。

switch-A# scope monitoring
switch-A /monitoring # scope snmp-trap 192.20.1.28
switch-A /monitoring/snmp-trap # set v3privilege auth
switch-A /monitoring/snmp-trap* # commit-buffer
switch-A /monitoring/snmp-trap #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show snmp-trap
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set vcon
vCon（仮想アダプタ）を設定するには、set vconコマンドを使用します。

set vcon {1 | 2} selection {all | assigned-only | exclude-dynamic | exclude-assigned}

___________________
シンタックスの説明

アダプタ 1を指定します。1

アダプタ 2を指定します。2

配置の選択を指定します。selection

すべての vNICと vHBAを配置します。all

割り当てられた vNICと vHBAを配置します。assigned-only

ダイナミック vNICおよび vHBAを配置から除外します。exclude-dynamic

割り当てられた vNICおよび vHBAを配置から除外します。exclude-assigned

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード vConポリシー（/org/vcon-policy）

サービスプロファイル（/org/service-profile）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン vCon

___________________
例 次の例は、vConを設定する方法を示します。

switch-A# scope org /
switch-A /org # scope vcon-policy vcp100
switch-A /org/vcon-policy # set vcon 1 selection all
switch-A /org/vcon-policy* # commit-buffer
switch-A /org/vcon-policy #
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

show vcon

show vcon-policy
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set vcon-profile
vCon（仮想アダプタ）を関連付けるには、set vcon-profileコマンドを使用します。

set vcon-profile profile-name

___________________
シンタックスの説明

プロファイルの名前。profile-name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード サービスプロファイル（/org/service-profile）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン 指定された vNIC/vHBA配置ポリシーをサーバプロファイルに関連付けます。

___________________
例 次の例では、vConプロファイルを関連付ける方法を示します。

switch-A# scope org org100
switch-A /org # scope service-profile sp100
switch-A /org/service-profile # set vcon-profile vcp100
switch-A /org/service-profile* # commit-buffer
switch-A /org/service-profile #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show vcon

show
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set version
バージョン番号を設定するには、 set version コマンドを使用します。

set version number

___________________
シンタックスの説明

バージョン番号。number

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード パックイメージ（/org/fw-host-pack/pack-image）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、パッケージイメージのバージョン番号を指定します。この番号を変更

すると、サービスプロファイル経由でファームウェアを使用して、すべてのコンポーネントの

ファームウェア更新が実行されます。

___________________
例 次の例では、バージョン番号を設定する方法を示します。

switch-A# scope org org100
switch-A /org # scope fw-host-pack fhp10
switch-A /org/fw-host-pack # scope pack-image pi10
switch-A /org/fw-host-packpack-image # set version 1.3
switch-A /org/fw-host-packpack-image* # commit-buffer
switch-A /org/fw-host-packpack-image #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show pack-image

show version
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set version（SNMP トラップ）
SNMPトラップの宛先の SNMPバージョンを指定するには、set versionコマンドを使用します。

set version {v1| v2c| v3}

___________________
シンタックスの説明 SNMPバージョン 1を指定します。v1

SNMPバージョン 2cを指定します。v2c

SNMPバージョン 3を指定します。v3

___________________
コマンドデフォルト SNMPバージョン 2cが使用されます。

___________________
コマンドモード SNMPトラップ（/monitoring/snmp-trap）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、SNMPトラップの宛先の Simple Network Management Protocol（SNMP;

簡易ネットワーク管理プロトコル）のバージョンを指定します。

___________________
例 次の例は、SNMPトラップの宛先の SNMPv3を指定する方法を示します。

switch-A# scope monitoring
switch-A /monitoring # scope snmp-trap 192.20.1.28
switch-A /monitoring/snmp-trap # set version v3
switch-A /monitoring/snmp-trap* # commit-buffer
switch-A /monitoring/snmp-trap #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show snmp-trap
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set vhba
vHBAを設定するには、 set vhba コマンドを使用します。

set vhba name

___________________
シンタックスの説明 vHBA名。有効な値の範囲は 1～ 16です。name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード パス（/org/boot-policy/storage/san-image/path）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例では、vHBAを設定する方法を示します。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # scope boot-policy boot1
switch-A /org/boot-policy # scope storage
switch-A /org/boot-policy/storage # scope san-image primary
switch-A /org/boot-policy/storage/san-image # scope path primary
switch-A /org/boot-policy/storage/san-image/path # set vhba vhba100
switch-A /org/boot-policy/storage/san-image/path* # commit-buffer
switch-A /org/boot-policy/storage/san-image/path #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show interface

show vhba
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set virtual-ip
仮想 IPアドレスを設定するには、 set virtual-ip コマンドを使用します。

set virtual-ip address

___________________
シンタックスの説明

仮想 IPアドレス。 A.B.C.Dの形式で引数を入力します。address

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード システム（/system）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例では、仮想 IPアドレスを設定する方法を示します。

switch# scope system
switch /system # set virtual-ip 209.165.200.225
switch /system* # commit-buffer
switch /system #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show image

show vif
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set vnic
vNICを設定するには、 set vnic コマンドを使用します。

set vnic vnic

___________________
シンタックスの説明 VNIC名。有効な値の範囲は 1～ 16です。vnic

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード パス（/org/boot-policy/lan/path）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

vNICは物理ネットワークアダプタで設定される仮想化されたネットワークインターフェイスで
あり、サーバのオペレーティングシステムに物理 NICとして表示されます。システムのアダプ
タの種類によって、作成できる vNICの数は異なります。たとえば、Cisco UCS CNAM71KRアダ
プタには NICが 2つあります。つまり、これらのアダプタで最大 2つの vNICを作成できます。

___________________
例 次の例では、VNICを設定する方法を示します。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # scope boot-policy boot1
switch-A /org/boot-policy # scope lan
switch-A /org/boot-policy/lan # scope path
switch-A /org/boot-policy/lan/path # set vnic 101
switch-A /org/boot-policy/lan/path* # commit-buffer
switch-A /org/boot-policy/lan/path #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show path

show vnic
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set weight
重量を設定するには、 set weight コマンドを使用します。

set weight { weight | best-effort | none }

___________________
シンタックスの説明

重量数。有効な値の範囲は 0～ 10です。weight

ベストエフォートを指定します。best-effort

重量を指定しません。none

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード イーサネットベストエフォート（/eth-server/qos/eth--best-effort）

分類されたイーサネット（/eth-server/qos/eth-classified）

ファイバチャネル（/eth-server/qos/fc）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例では、重量を設定する方法を示します。

switch-A# scope eth-server
switch-A /eth-server # scope qos
switch-A /eth-server/qos # scope eth-classified
switch-A /eth-server/qos/eth-classified # set weight 5
switch-A /eth-server/qos/eth-classified* # commit-buffer
switch-A /eth-server/qos/eth-classified #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show eth-best-effort

show eth-classified
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set width
幅を設定するには、 set width コマンドを使用します。

set width { width | unspec }

___________________
シンタックスの説明

幅。有効な値の範囲は 0～ 65535です。width

未指定の幅を指定します。unspec

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード メモリ（/org/server-qual/memory）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、データバスのビット幅を指定します。

___________________
例 次の例では、幅を設定する方法を示します。

switch-A# scope org org10
switch-A /org # scope server-qual squal10
switch-A /org/server-qual # scope memory
switch-A /org/server-qual/memory # set width 1000000
switch-A /org/server-qual/memory* # commit-buffer
switch-A /org/server-qual/memory #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show memory

show storage
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set work-queue count
割り当てる作業（送信）キューリソースの数を設定するには、 set work-queue count コマンドを
使用します。

set work-queue count count

___________________
シンタックスの説明

キューリソースの数。count

___________________
コマンドデフォルト 作業キューの数は 1です。

___________________
コマンドモード イーサネットアダプタポリシー（/org/eth-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

このコマンドよりも set trans-queue ring-size コマンドを推奨しま
す。

1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、割り当てる作業（送信）キューリソースの数を設定します。 1～ 256

の範囲内の数を入力してください。

___________________
例 次の例は、イーサネットポリシーのキューリソースを設定する方法を示します。

switch-A# scope org
switch-A /org # enter eth-policy EthPolicy19
switch-A /org/eth-policy # set recv-queue count 100
switch-A /org/eth-policy* # set work-queue count 100
switch-A /org/eth-policy* # set comp-queue count 200
switch-A /org/eth-policy* # commit-buffer
switch-A /org/eth-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

set work-queue ring-size

show eth-policy
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set work-queue ring-size
作業（送信）キューの記述子数を設定するには、 setwork-queuering-sizeコマンドを使用します。

set work-queue ring-size ring-size

___________________
シンタックスの説明

記述子数。ring-size

___________________
コマンドデフォルト 作業キューリングサイズは 256です。

___________________
コマンドモード イーサネットアダプタポリシー（/org/eth-policy）

ファイバチャネルアダプタポリシー（/org/fc-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

このコマンドよりも set trans-queue ring-size コマンドを推奨しま
す。

1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、作業（送信）キューの記述子数を設定します。 64～ 4096の範囲内の

数を入力してください。

___________________
例 次の例は、イーサネットポリシーの作業（送信）キューリングサイズを設定する方法を示しま

す。

switch-A# scope org
switch-A /org # enter eth-policy EthPolicy19
switch-A /org/eth-policy # set work-queue count 100
switch-A /org/eth-policy* # set work-queue ring-size 1024
switch-A /org/eth-policy* # commit-buffer
switch-A /org/eth-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

set trans-queue ring-size

set work-queue count
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説明コマンド

show eth-policy

show fc-policy
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set wwn
ワールドワイド名（WWN）を設定するには、 set wwn コマンドを使用します。

set wwn name

___________________
シンタックスの説明 WWN名。名前は hh:hh:hh:hh:hh:hh:hh:hhの形式で入力する必要がありま

す。

name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード パス（/org/boot-policy/storage/san-image/path）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例では、WWNを設定する方法を示します。

switch-A# scope org org10a
switch-A /org # scope boot-policy boot6b
switch-A /org/boot-policy # scope storage
switch-A /org/boot-policy/storage # scope san-image primary
switch-A /org/boot-policy/storage/san-image # scope path primary
switch-A /org/boot-policy/storage/san-image/path # set wwn 20:00:00:00:20:00:00:23
switch-A /org/boot-policy/storage/san-image/path* # commit-buffer
switch-A /org/boot-policy/storage/san-image/path* #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show path

show san-image
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set wwpn-pool
vHBAテンプレート用のワールドワイドポート名（WWPN）のプールを指定するには、 set
wwpn-pool コマンドを使用します。

set wwpn-pool wwpn-pool

___________________
シンタックスの説明 WWPNプールの名前。wwpn-pool

___________________
コマンドデフォルト デフォルトのWWPNプールが使用されます。

___________________
コマンドモード 仮想 HBAテンプレート（/org/vhba-templ）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、vHBA（仮想ホストバスアダプタ）テンプレートに動的に割り当てる

ワールドワイドポート名（WWPN）の既存のプールを指定します。

___________________
例 次の例は、vHBAのWWPNプールを指定する方法を示します。

switch-A# scope org org10
switch-A /org # scope vhba-templ vhba10
switch-A /org/vhba-templ # set wwpn-pool MyWwpnPool13
switch-A /org/vhba-templ* # commit-buffer
switch-A /org/vhba-templ #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show vhba-templ

Cisco UCS Manager CLI コマンドリファレンスリリース 1.3(1)    
   OL-22880-03-J 885

コマンド

set wwpn-pool



show activate status
アクティベーションステータスを表示するには、 show activate status コマンドを使用します。

show activate status

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト アクティベーションステータスを表示します。

___________________
コマンドモード モジュールの入出力（/chassis/iom）

ファブリックインターコネクト（/fabric-interconnect）

アダプタ（/chassis/server/adapter）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドではライセンスは必要ありません。

___________________
例 次の例では、アクティベーションステータスを表示する方法を示します。

switch-A# scope chassis 1
switch-A /chassis # scope iom 1
switch-A /chassis/iom # show activate status
State: Ready

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show firmware

show status
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show adapter
アダプタ情報を表示するには、 show adapter コマンドを使用します。

show adapter [ detail | expand] *

___________________
シンタックスの説明

（任意）すべてのアダプタの詳細を表示します。detail

（任意）すべてのアダプタの詳細の一部を表示します。expand

___________________
コマンドデフォルト アダプタ情報を表示します。

___________________
コマンドモード サーバ資格情報（/org/server-qual）

サーバ（/chassis/server）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドではライセンスは必要ありません。

引数やキーワードなしで show adapterコマンドを使用して、アダプタのリストを表示することも
できます。

___________________
例 次の例では、アダプタのリストを表示する方法を示します。

switch-A# scope org org10
switch-A /org # scope server-qual sq10
switch-A /org/server-qual # show adapter

Server 1/1:
Adapter PID Vendor Serial Operational State
------- ---------- ----------------- ------------ -----------------

1 N20-AE0002 Cisco Systems Inc EXM12510017 Operable
2 N20-AE0003 Cisco Systems Inc EXM12510018 Operable

switch-A /org/server-qual #
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

show chassis

show server-qual

   Cisco UCS Manager CLI コマンドリファレンスリリース 1.3(1)
888 OL-22880-03-J  

コマンド

show adapter



show assoc
サービスプロファイルのアソシエーション情報を表示するには、 showassoc コマンドを使用しま
す。

show assoc

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト サービスプロファイルのアソシエーション情報を表示します。

___________________
コマンドモード サーバ（/chassis/server）

サービスプロファイル（/org/service-profile）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドではライセンスは必要ありません。

引数やキーワードなしで show assocコマンドを使用して、サービスプロファイルのアソシエー
ションのリストを表示することもできます。

___________________
例 次の例では、サービスプロファイルのアソシエーションを表示する方法を示します。

switch-A# scope org org10
switch-A /org # scope service-profile sp10
switch-A /org/service-profile # show assoc

Service Profile Name Association Server Server Pool
-------------------- -------------- ------ -----------
org10/sp10 Associated 1/1 10
org10/sp100 Associated 1/2 10
switch-A /org/service-profile #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show org

show service-profile
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show audit-logs
監査ログを表示するには、 show audit-logs コマンドを使用します。

show audit-logs [ id | detail] *

___________________
シンタックスの説明

（任意）特定の監査ログを表示します。id

（任意）監査ログの詳細を表示します。detail

___________________
コマンドデフォルト 監査ログを表示します。

___________________
コマンドモード セキュリティ（/security）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドがリリースされました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドではライセンスは必要ありません。

___________________
例 次の例では、監査ログを表示する方法を示します。

switch-A# scope security
switch-A /security # show audit-logs

Audit trail logs:
Creation Time User ID Action Description
-------------------- ---------- -------- ---------------- -----------
2009-07-01T15:59:07 internal 905342 Creation Fabric A: local user admin

logged
2009-07-01T15:58:48 internal 905339 Deletion Fabric A: user admin terminated

2009-07-01T15:51:02 internal 905275 Creation Fabric A: local user admin
logged

2009-07-01T15:50:48 internal 905271 Deletion Fabric A: user admin terminated

2009-07-01T15:49:19 internal 905265 Creation Fabric A: local user admin
logged

2009-07-01T15:47:48 internal 905254 Deletion Fabric A: user admin terminated
switch-A /security #
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

show event

show remote-user
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show authentication
認証情報を表示するには、 show authentication コマンドを使用します。

show authentication

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト 認証情報を表示します。

___________________
コマンドモード セキュリティ（/security）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドではライセンスは必要ありません。

___________________
例 次の例では、コンソールとデフォルト認証情報を表示する方法を示します。

switch-A# scope security
switch-A /security # show authentication

Console authentication: Local
Default authentication: Local
switch-A /security #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show radius

show tacacs
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show backup
バックアップ情報を表示するには、 show backup コマンドを使用します。

show backup [ backup-name | detail | fsm status ] *

___________________
シンタックスの説明

（任意）特定のバックアップファイルを表示します。backup-name

（任意）すべてのバックアップの詳細を表示します。detail

（任意）FSMステータスを表示します。fsm status

___________________
コマンドデフォルト バックアップ情報を表示します。

___________________
コマンドモード システム（/system）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドではライセンスは必要ありません。

引数やキーワードなしで show backupコマンドを使用して、バックアップのリストを表示するこ
ともできます。

___________________
例 次の例では、バックアップ情報を表示する方法を示します。

switch-A# scope system
switch-A /system # show backup
Backup:

Hostname Type User Protocol Administrative State De
scription

---------- --------------------- ---------- -------- -------------------- --
---------

10.193.1.29
All Configuration jennall Scp Disabled

192.168.1.1
Full State Tftp Disabled

192.168.1.2
Full State jennall Scp Disabled
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

show firmware

show system
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show backup（エンドポイントログポリシー）
バックアップ情報を表示するには、ep-log-policyモードで show backupコマンドを使用します。

show backup [detail | expand]

___________________
シンタックスの説明

すべてのバックアップ情報をリスト形式で表示します。detail

一部のバックアップ情報を表示します。このコマンドでは、次の内容は表

示されません。

expand

•バックアップ時のクリア

•間隔

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード エンドポイントログポリシー（/org/ep-log-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
例 次の例では、すべてのバックアップ情報を表示する方法を示します。

switch-A# scope org
switch-A /org # scope ep-log-policy sel
switch-A /org/ep-log-policy # show backup detail

Log Backup Behavior:
Format: Ascii
Hostname: test
Remote Path: //test/electronic
User: user100
Protocol: Ftp
Backup Action: Timer
Clear on Backup: No
Interval: 1 Hour

switch-A /org/ep-log-policy #
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

show ep-log-policy

show
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show bios
BIOS情報を表示するには、 show bios コマンドを使用します。

show bios [detail]

___________________
シンタックスの説明

（任意）すべての BIOSの詳細を表示します。detail

___________________
コマンドデフォルト BIOS情報を表示します。

___________________
コマンドモード サーバ（/chassis/server）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドではライセンスは必要ありません。

___________________
例 次の例では、BIOS情報を表示する方法を示します。

switch-A# scope chassis 1
switch-A /chassis # scope server 1/1
switch-A /chassis/server # show bios

Bios Firmware:
Server Model Vendor Running-Vers
------- ---------- ----------------- ------------
1/1 N20-B6620-1 Intel Corp. S5500.86B.08.00.0022.110620081457

switch-A /chassis/server #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show firmware

show server
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show bmc
ベースボード管理コントローラ（BMC）情報を表示するには、showbmcコマンドを使用します。

show bmc [ detail | expand | fsm status] *

___________________
シンタックスの説明

（任意）すべての BMCの詳細を表示します。detail

（任意）管理インターフェイス IPアドレスや管理エンドポイントログ
などの BMCの詳細を表示します。

expand

（任意）有限状態マシン情報を表示します。fsm status

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード サーバ（/chassis/server）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

このコマンドは推奨されなくなりました。1.3(1)

___________________
使用上のガイドライン

このコマンドは後のリリースで推奨されません。代わりに、show cimcコマンドを使用してく
ださい。

（注）

___________________
例 次の例では、BMC情報を表示する方法を示します。

switch-A# scope chassis 1
switch-A /chassis # scope server 1/1
switch-A /chassis/server # show bmc

BMC:
Product Name: Cisco B200-M1
PID: N20-B6620-1
Vendor: Cisco Systems Inc
Serial (SN): QCI12520009
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HW Revision: 0
GUID:
Current Task:

switch-A /chassis/server #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show chassis

show server
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show boot-definition
ブート定義情報を表示するには、 show boot-definition コマンドを使用します。

show boot-definition [ detail | expand] *

___________________
シンタックスの説明

（任意）すべてのブート定義の詳細を表示します。detail

（任意）ブート定義の詳細の一部を表示します。expand

___________________
コマンドデフォルト ブート定義情報を表示します。

___________________
コマンドモード サービスプロファイル（/org/service-profile）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドではライセンスは必要ありません。

___________________
例 次の例では、ブート定義を表示する方法を示します。

switch-A# scope org org10
switch-A /org # scope service-profile sp10
switch-A /org/service-profile # show boot-definition

Boot Definition:
Reboot on Update: Yes

switch-A /org/service-profile #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show boot-policy

show service-profile
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show boot-order
ブート順序を表示するには、 show boot-order コマンドを使用します。

show boot-order

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト ブート順序を表示します。

___________________
コマンドモード サーバ（/chassis/server）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドではライセンスは必要ありません。

___________________
例 次の例では、ブート順序を表示する方法を示します。

switch-A# scope chassis 1
switch-A /chassis # scope server 1/1
switch-A /chassis/server # show boot-order

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show actual-boot-order

show chassis
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show boot-policy
ブートポリシー情報を表示するには、 show boot-policy コマンドを使用します。

show boot-policy [ name | detail | expand] *

___________________
シンタックスの説明

（任意）特定のブートポリシー情報を表示します。name

（任意）ブートポリシーの詳細を表示します。detail

（任意）ブートポリシーの詳細の一部を表示します。expand

___________________
コマンドデフォルト ブートポリシー情報を表示します。

___________________
コマンドモード 組織（/org）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドではライセンスは必要ありません。

引数やキーワードなしで show boot-policyコマンドを使用して、ブートポリシーのリストを表示
することもできます。

___________________
例 次の例では、ブートポリシーのリストを表示する方法を示します。

switch-A# scope org org10
switch-A /org# show boot-policy

Boot Policy:
Name Purpose Reboot on Update
-------------------- ----------- ----------------
org10/bp10 Operational No
org10/bp11 Operational Yes

switch-A /org#

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show boot-definition
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説明コマンド

show org
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show callhome
コールホーム情報を表示するには、 show callhome コマンドを使用します。

show callhome [ detail | expand | fsm status] *

___________________
シンタックスの説明

（任意）コールホームの詳細の一部を表示します。detail

（任意）コールホームの詳細を表示します。expand

（任意）有限状態マシン情報を表示します。fsm status

___________________
コマンドデフォルト コールホーム情報を表示します。

___________________
コマンドモード モニタリング（/monitoring）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドではライセンスは必要ありません。

___________________
例 次の例では、コールホーム情報を表示する方法を示します。

switch-A# scope monitoring
switch-A /monitoring # show callhome

Callhome:
Admin State: On
Throttling State: On
Contact Information: admin
Customer Contact Email: tgv@tgv.com
From Email: ref@tgv.com
Reply To Email: admin021@tgv.com
Phone Contact e.g., +1-011-408-555-1212: +16504441234
Street Address: 12 First St.
Contract Id:
Customer Id:
Site Id:
Urgency: Debugging
SMTP Server Address: adminHost
SMTP Server Port: 25

switch-A /monitoring #
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

show event

show snmp-trap
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show cap-qual
容量資格情報を表示するには、 show cap-qual コマンドを使用します。

show cap-qual [ detail | expand | fcoe | non-virtualized-eth-if | non-virtualized-fc-if |
path-encap-consolidated | path-encap-virtual | protected-eth-if | protected-fc-if | protected-fcoe |
virtualized-eth-if | virtualized-fc-if | virtualized-scsi-if] *

___________________
シンタックスの説明

（任意）Fibre Channel over Ethernet情報を表示します。fcoe

（任意）非仮想化イーサネットインターフェイス情報を表示し

ます。

non-virtualized-eth-if

（任意）非仮想化ファイバチャネルインターフェイス情報を表

示します。

non-virtualized-fc-if

（任意）統合カプセル化パス情報を表示します。path-encap-consolidated

（任意）仮想カプセル化パス情報を表示します。path-encap-virtual

（任意）保護されたイーサネットインターフェイス情報を表示

します。

protected-eth-if

（任意）保護されたファイバチャネルインターフェイス情報を

表示します。

protected-fc-if

（任意）保護された Fibre Channel over Ethernetインターフェイス
情報を表示します。

protected-fcoe

（任意）仮想化イーサネットインターフェイス情報を表示しま

す。

virtualized-eth-if

（任意）仮想ファイバチャネルインターフェイス情報を表示し

ます。

virtualized-fc-if

（任意）仮想化 SCSIインターフェイス情報を表示します。virtualized-scsi-if

（任意）拡張容量資格情報を表示します。expand

（任意）詳細容量資格情報を表示します。detail
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___________________
コマンドデフォルト 容量資格情報を表示します。

___________________
コマンドモード アダプタ（/org/server-qual/adapter）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドではライセンスは必要ありません。

___________________
例 次の例では、容量資格情報を表示する方法を示します。

switch-A# scope org org10
switch-A /org # scope server-qual sq10
switch-A /org/server-qual # scope adapter
switch-A /org/server-qual/adapter # show cap-qual

Adapter Capacity Qualification:
Type Maximum
----------------------- -------
Fcoe Unspecified

switch-A /org/server-qual/adapter #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show chassis

show memory
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show cat-updater
以前の機能カタログファイルの更新についての情報を表示するには、show cat-updaterコマンド
を使用します。

show cat-updater [ filename ]

___________________
シンタックスの説明

（任意）特定の更新の情報を表示するには、機能カタログ更新ファイル

名を入力します。

filename

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 機能（/system/capability）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.3(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、以前の機能カタログファイルの更新操作についての情報を表示しま

す。更新ファイル名を指定しない場合は、以前の更新操作のすべてが表示されます。

___________________
例 次の例に、以前の機能カタログ更新操作の詳細を表示する方法を示します。

UCS-A# scope system
UCS-A /system # scope capability
UCS-A /system/capability # show cat-updater
Catalog Updater:
File Name Protocol Server Userid Status
--------- -------- --------------- --------------- ------
ucs-catalog.1.0.0.4.bin

Scp 192.0.2.111 user1 Failed

UCS-A /system/capability #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

scope cat-updater
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show certreq
証明書要求を表示するには、 show certreq コマンドを使用します。

show certreq

___________________
シンタックスの説明 このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト 証明書要求を表示します。

___________________
コマンドモード キーリング（/security/keyring）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドではライセンスは必要ありません。

___________________
例 次の例は、証明書要求を表示する方法を示します。

switch-A# scope security
switch-A /chassis # scope keyring kr10
switch-A /chassis/server # show certreq

Request:
-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIIBfzCB6QIBADASMRAwDgYDVQQDEwcxLjEuMS4xMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUA
A4GNADCBiQKBgQDpXUUWe0PfRBOQevT2Y6vs8E8MOBLVn0kJ1iyGPdcfII9GrMX5
iiF+X1vjZOkvLpOQ4Z1wGdA3JFIm7lgcgf84l40n9vMsFCmqcmoWzX8H0bqnUfw/
YN71NSKJomjSgufhsGBfxH4oAcVP4pg6Ss0dDZpBXch4As1emU7VAD/yuwIDAQAB
oC4wLAYJKoZIhvcNAQkOMR8wHTAbBgNVHREBAf8EETAPggcxLjEuMS4xhwQBAQEB
MA0GCSqGSIb3DQEBBAUAA4GBAB7AqcyPlqWqkZs2T92mLXZ8ApSyjNddhj54zSLY
6L+U4255miPOvCNHo8r3KlzG8jvnL76aBYbWDJfyJEZUIcHs4g1MvztSr0bw8Jcj
pfNVFVhidMgxvMWK1RYM7POcQn6sy3YWZfFajrtXhQisu/KTV8Q6DFzd0b0fSHPu
hX6D
-----END CERTIFICATE REQUEST-----

switch-A /chassis/server #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show keyring
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説明コマンド

show trustpoint
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show chassis
シャーシ情報を表示するには、 show chassis コマンドを使用します。

show chassis [ id | decommissioned | detail | fabric | firmware | fsm | inventory [detail | expand | fabric |
fan | iom | psu | server] | iom | version] *

___________________
シンタックスの説明

（任意）特定のシャーシの情報を表示します。id

（任意）稼動停止しているシャーシの情報を表示します。decommissioned

（任意）シャーシの詳細情報を表示します。detail

（任意）ファブリックの情報を表示します。fabric

（任意）ファームウェアの情報を表示します。firmware

（任意）有限状態マシンの情報を表示します。fsm status

（任意）シャーシの情報を表示します。inventory

（任意）入出力モジュールの情報を表示します。iom

（任意）シャーシ内のすべてのデバイスのバージョン番号を表示し

ます。

version

___________________
コマンドデフォルト シャーシ情報を表示します。

___________________
コマンドモード 任意のコマンドモード

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドではライセンスは必要ありません。

引数やキーワードなしで show chassisコマンドを使用して、シャーシのリストを表示することも
できます。

show iomコマンドはシャーシ（/chassis）モードで実行できます。
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___________________
例 次の例は、シャーシ情報を表示する方法を示します。

switch-A# show chassis

Chassis:
Chassis Overall Status Admin State

---------- ------------------------ -----------
1 Accessibility Problem Acknowledged

switch-A#

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show iom

show server
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show cimc
Cisco IntegratedManagement Controller（CIMC）情報を表示するには、show cimcコマンドを使用し
ます。

show cimc [ detail | expand | fsm status] *

___________________
シンタックスの説明

（任意）CIMCの詳細を表示します。detail

（任意）管理インターフェイス IPアドレスや管理エンドポイントログ
などの CIMCの詳細を表示します。

expand

（任意）有限状態マシン情報を表示します。fsm status

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード サーバ（/chassis/server）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.3(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドではライセンスは必要ありません。

___________________
例 次の例は、CIMC情報を表示する方法を示します。

switch-A# scope server 1/1
switch-A /chassis/server # show cimc detail

CIMC:
Product Name: Cisco B200-M1
PID: N20-B6620-1
VID: V01
Vendor: Cisco Systems Inc
Serial (SN): QCI125200H9
Revision: 0
GUID:
Current Task:

switch-A /chassis/server #
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

show chassis

show server
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show cimxml
Common InformationModel（CIM;共通情報モデル）XMLポート情報を表示するには、 showcimxml
コマンドを使用します。

show cimxml

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト CIM XMLポート情報を表示します。

___________________
コマンドモード サービス（/system/services）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドではライセンスは必要ありません。

___________________
例 次の例では、CIM XMLポート情報を表示する方法を示します。

switch-A# scope system
switch-A /system # scope services
switch-A /system/services # show cimxml

Name: cimxml
Admin State: Disabled
Port: 5988

switch-A /system/services #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show http

show https
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show class cpu-stats
CPU統計情報クラスの情報を表示するには、 show class cpu-stats コマンドを使用します。

show class cpu-stats [ detail | expand] *

___________________
シンタックスの説明

（任意）CPU統計情報クラスの情報を表示します。detail

（任意）CPU統計情報クラスの拡張情報を表示します。expand

___________________
コマンドデフォルト CPU統計情報クラスの情報を表示します。

___________________
コマンドモード 統計情報しきい値ポリシー（/org/stats-threshold-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドではライセンスは必要ありません。

___________________
例 次の例では、CPU統計情報クラスの情報を表示します。

switch-A# scope org org10
switch-A /eth-server # scope stats-threshold-policy stp10

switch-A /eth-server/stats-threshold-policy # show class cpu-stats expand

Stats Class:
Stats Class: Cpu Stats

Stats Property:
Stats Property: Cpu Stats Cpu Temp
Norm Value: 0.000000
Stats Property: Cpu Stats Cpu Temp Avg
Norm Value: 0.000000

switch-A /eth-server/stats-threshold-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show class dimm-stats

show stats-threshold-policy
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show class ethernet-port-err-stats
イーサネットポートエラー統計クラスを表示するには、 show class ethernet-port-err-stats コマン
ドを使用します。

show class ethernet-port-err-stats { expand | detail } *

___________________
シンタックスの説明

（任意）詳細の一部を表示します。expand

（任意）詳細をリスト形式で表示します。detail

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 統計情報しきい値ポリシー（/org/stats-threshold-policy）

イーサネットアップリンク下の統計情報しきい値ポリシー（/eth-uplink/stats-threshold-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、イーサネットポートエラー統計クラスを表示します。

___________________
例 次の例は、イーサネットポートエラー統計情報クラスの表示方法を示しています。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # scope stats-threshold-policy p10
switch-A /org/stats-threshold-policy # show class ethernet-port-err-stats

Stats Class:
Stats Class
-----------
Ethernet Port Err Stats

switch-A /org/stats-threshold-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show class

Cisco UCS Manager CLI コマンドリファレンスリリース 1.3(1)    
   OL-22880-03-J 917

コマンド

show class ethernet-port-err-stats



show class ethernet-port-multicast-stats
イーサネットポートマルチキャスト統計クラスを表示するには、 show class
ethernet-port-multicast-stats コマンドを使用します。

show class ethernet-port-multicast-stats { expand | detail } *

___________________
シンタックスの説明

（任意）詳細の一部を表示します。expand

（任意）詳細をリスト形式で表示します。detail

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 統計情報しきい値ポリシー（/org/stats-threshold-policy）

イーサネットアップリンク下の統計情報しきい値ポリシー（/eth-uplink/stats-threshold-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、イーサネットポートマルチキャスト統計クラスを表示します。

___________________
例 次の例は、イーサネットポートマルチキャスト統計情報クラスの表示方法を示しています。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # scope stats-threshold-policy p10
switch-A /org/stats-threshold-policy # show class ethernet-port-multicast-stats

Stats Class:
Stats Class
-----------
Ethernet Port Multicast Stats

switch-A /org/stats-threshold-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show class
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show class ethernet-port-over-under-sized-stats
イーサネットポートの over-under-sized統計情報クラスを表示するには、show class
ethernet-port-over-under-sized-statsコマンドを使用します。

show class ethernet-port-over-under-sized-stats { expand | detail } *

___________________
シンタックスの説明

（任意）詳細の一部を表示します。expand

（任意）詳細をリスト形式で表示します。detail

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 統計情報しきい値ポリシー（/org/stats-threshold-policy）

イーサネットアップリンク下の統計情報しきい値ポリシー（/eth-uplink/stats-threshold-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、イーサネットポートのover-under-sized統計情報クラスを表示します。

___________________
例 次の例は、イーサネットポートの over-under-sized統計情報クラスの表示方法を示しています。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # scope stats-threshold-policy p10
switch-A /org/stats-threshold-policy # show class ethernet-port-over-under-sized-stats

Stats Class:
Stats Class
-----------
Ethernet Port Over Under Sized Stats

switch-A /org/stats-threshold-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show class
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show class ethernet-port-stats
イーサネットポート統計情報クラスを表示するには、show class ethernet-port-statsコマンドを使
用します。

show class ethernet-port-stats { expand | detail } *

___________________
シンタックスの説明

（任意）詳細の一部を表示します。expand

（任意）詳細をリスト形式で表示します。detail

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 統計情報しきい値ポリシー（/org/stats-threshold-policy）

イーサネットアップリンク下の統計情報しきい値ポリシー（/eth-uplink/stats-threshold-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、イーサネットポート統計情報クラスを表示します。

___________________
例 次の例は、イーサネットポート統計情報クラスの表示方法を示しています。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # scope stats-threshold-policy p10
switch-A /org/stats-threshold-policy # show class ethernet-port-stats

Stats Class:
Stats Class
-----------
Ethernet Port Stats

switch-A /org/stats-threshold-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show class
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show class ethernet-port-stats-by-size-large-packets
イーサネットポートの大きいパケット統計情報クラスを表示するには、 show class
ethernet-port-stats-by-size-large-packets コマンドを使用します。

show class ethernet-port-stats-by-size-large-packets { expand | detail } *

___________________
シンタックスの説明

（任意）詳細の一部を表示します。expand

（任意）詳細をリスト形式で表示します。detail

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 統計情報しきい値ポリシー（/org/stats-threshold-policy）

イーサネットアップリンク下の統計情報しきい値ポリシー（/eth-uplink/stats-threshold-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、イーサネットポートの大きいパケット統計情報クラスを表示します。

___________________
例 次の例は、イーサネットポートの大きいパケット統計情報クラスの表示方法を示しています。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # scope stats-threshold-policy p10
switch-A /org/stats-threshold-policy # show class ethernet-port-stats-by-size-large-packets

Stats Class:
Stats Class
-----------
Ethernet Port Stats By Size Large Packets

switch-A /org/stats-threshold-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show class

Cisco UCS Manager CLI コマンドリファレンスリリース 1.3(1)    
   OL-22880-03-J 921

コマンド

show class ethernet-port-stats-by-size-large-packets



show class ethernet-port-stats-by-size-small-packets
イーサネットポートの小さいパケット統計情報クラスを表示するには、 show class
ethernet-port-stats-by-size-small-packets コマンドを使用します。

show class ethernet-port-stats-by-size-small-packets { expand | detail } *

___________________
シンタックスの説明

（任意）詳細の一部を表示します。expand

（任意）詳細をリスト形式で表示します。detail

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 統計情報しきい値ポリシー（/org/stats-threshold-policy）

イーサネットアップリンク下の統計情報しきい値ポリシー（/eth-uplink/stats-threshold-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、イーサネットポートの小さいパケット統計情報クラスを表示します。

___________________
例 次の例は、イーサネットポートの小さいパケット統計情報クラスの表示方法を示しています。

switch-A# scope org org3
switch-A /org # scope stats-threshold-policy p10
switch-A /org/stats-threshold-policy # show class ethernet-port-stats-by-size-small-packets

Stats Class:
Stats Class
-----------
Ethernet Port Stats By Size Small Packets

switch-A /org/stats-threshold-policy #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show class
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show cli
CLI情報を表示するには、 show cli コマンドを使用します。

show cli {command-status | history | mode-info | session-config | shell-type} *

___________________
シンタックスの説明

（任意）コマンドステータスを表示します。command-status

（任意）コマンド使用履歴を表示します。history

（任意）現在のモード情報を表示します。mode-info

（任意）セッション構成情報を表示します。session-config

（任意）コマンドシェルタイプ情報を表示します。shell-type

___________________
コマンドデフォルト CLI情報を表示します。

___________________
コマンドモード 任意のコマンドモード

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドではライセンスは必要ありません。

___________________
例 次の例は、セッション構成情報を表示する方法を示します。

switch-A# show cli session-config

Suppress Headers: off
Suppress Field Spillover: off
Table Field Delimiter: none
switch-A#

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show configuration
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説明コマンド

show system
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show clock（システム）
システムクロックを表示するには、show clockコマンドを使用します。

show clock [detail]

___________________
シンタックスの説明

（任意）詳細情報をリスト形式で表示します。detail

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード サービス（/system/services）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドではライセンスは必要ありません。

___________________
例 次の例は、クロックを表示する方法を示します。

switch-A# scope system
switch-A /system # scope services
switch-A /system/services # show clock
Tue Apr 20 13:24:33 PDT 2010
switch-A /system/services #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

set clock（システム）

set timezone
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show cluster
クラスタ情報を表示するには、 show cluster コマンドを使用します。

show cluster{extended-state | state}

___________________
シンタックスの説明

クラスタの状態に関する拡張情報を表示します。extended-state

クラスタの状態に関する情報を指定します。state

___________________
コマンドデフォルト クラスタ情報を表示します。

___________________
コマンドモード 任意のコマンドモード

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例は、クラスタの状態に関する拡張情報を表示する方法を示します。

switch-A# show cluster extended-state
Cluster Id: 0x7433f72a371511de-0xb90b000decb1ad44
Start time: Tue Jul 7 09:17:46 2009
Last election time: Tue Jul 7 09:22:17 2009
A: UP, PRIMARY
B: UP, INAPPLICABLE, (Management services: DOWN)
A: memb state UP, lead state PRIMARY, mgmt services state: UP
B: memb state UP, lead state INAPPLICABLE, mgmt services state: DOWN

heartbeat state PRIMARY_OK
INTERNAL NETWORK INTERFACES:
eth1, UP
eth2, UP
HA NOT READY
Management services are unresponsive on peer switch
No chassis configured
switch-A#

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show org

show vif
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show connectivity
接続情報を表示するには、 show connectivity コマンドを使用します。

show connectivity

___________________
シンタックスの説明 このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト 接続情報を表示します。

___________________
コマンドモード 組織（/org/service-profile）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドではライセンスは必要ありません。

___________________
例 次の例は、接続情報を表示する方法を示します。

switch-A# scope org org10
switch-A /org # scope service-profile sp10
switch-A /org/service-profile # show connectivity

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show hv-conn

show inventory
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show core-export-target
コアエクスポートターゲット情報を表示にするには、 show core-export-target コマンドを使用し
ます。

show core-export-target [ detail | fsm status]

___________________
シンタックスの説明

（任意）すべてのコアエクスポートターゲットの詳細を表示します。detail

（任意）有限状態マシンのステータスを表示します。fsm status

___________________
コマンドデフォルト コアエクスポートターゲット情報を表示します。

___________________
コマンドモード Sysdebug（/monitoring/sysdebug）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドではライセンスは必要ありません。

___________________
例 このコマンドは、コアエクスポートターゲット情報を表示する方法を示します。

switch-A# scope monitoring
switch-A /monitoring # scope sysdebug
switch-A /monitoring/sysdebug # show core-export-target

Core Export Target:
Server Name:
Port: 69
Path:
Administrative State: Disabled
Description:
Current Task:

switch-A /monitoring/sysdebug #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show cores

show fsm
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show cores
コアダンプファイルを表示するには、 show cores コマンドを使用します。

show cores [ name { a | b } ] [detail]

___________________
シンタックスの説明

（任意）特定のコアダンプファイルを表示します。name

スイッチ Aのコアダンプファイルを表示します。a

スイッチ Bのコアダンプファイルを表示します。b

（任意）すべてのコアダンプファイルの詳細を表示します。detail

___________________
コマンドデフォルト コアダンプファイルを表示します。

___________________
コマンドモード Sysdebug（/monitoring/sysdebug）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドではライセンスは必要ありません。

___________________
例 次の例は、コアダンプファイルを表示する方法を示します。

switch-A# scope monitoring
switch-A /monitoring # scope sysdebug
switch-A /monitoring/sysdebug # show cores
Core Files:

Name Fabric ID
---------- ---------
1266567175_SAM_Pubs-B_svc_sam_bladeAG_log.18412.tar.gz

B
1266270932_SAM_Pubs-B_svc_sam_bladeAG_log.8876.tar.gz

B
1265702128_SAM_Pubs-A_svc_sam_portAG_log.8802.tar.gz

A
1265443496_SAM_Pubs-A_svc_sam_bladeAG_log.22792.tar.gz

A
1265130233_SAM_Pubs-A_svc_sam_bladeAG_log.8801.tar.gz

A
1264676542_SAM_Pubs-A_svc_sam_portAG_log.12062.tar.gz
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A
1263728238_SAM_Pubs-A_svc_sam_portAG_log.3266.tar.gz

A

switch-A /monitoring/sysdebug #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show core-export-target
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show cpu
CPU情報を表示するには、 show cpu コマンドを使用します。

show cpu [detail]

___________________
シンタックスの説明

（任意）CPUの詳細を表示します。detail

___________________
コマンドデフォルト CPU情報を表示します。

___________________
コマンドモード サーバ（/chassis/server）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドではライセンスは必要ありません。

___________________
例 次の例は、CPUの詳細を表示する方法を示します。

switch-A# scope chassis 1
switch-A /chassis # scope server 1
switch-A /chassis/server # show cpu
Server 1/1:

ID Presence Architecture Socket Cores Speed (GHz)
— -------------------- ----------------- ------ ----------- -----------
1 Equipped Xeon CPU1 4 2.266000
2 Equipped Xeon CPU2 4 2.266000

switch-A /chassis/server #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show chassis

show server
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show destination
宛先の情報を表示するには、 show destination コマンドを使用します。

show destination [ email-address | detail | expand]

___________________
シンタックスの説明

（任意）特定の電子メールアドレスを表示します。email-address

（任意）電子メールアドレスのリストを表示します。detail

（任意）電子メールアドレスのリストを表示します。expand

___________________
コマンドデフォルト 宛先情報を表示します。

___________________
コマンドモード プロファイル（/monitoring/callhome/profile）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドではライセンスは必要ありません。

引数やキーワードなしで show destinationコマンドを使用して、電子メールアドレスのリストを
表示することもできます。

___________________
例 次の例は、電子メールアドレスのリストを表示する方法を示します。

switch-A# scope monitoring
switch-A /monitoring# scope callhome
switch-A /monitoring/callhome # scope profile
switch-A /monitoring/callhome/profile # show destination detail

Destination:
Email: bob@cisco.com
Email: sally@cisco.com

switch-A /monitoring/callhome/profile #

   Cisco UCS Manager CLI コマンドリファレンスリリース 1.3(1)
932 OL-22880-03-J  

コマンド

show destination



___________________
関連コマンド 説明コマンド

show profile
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show disk
ディスク情報を表示するには、show diskコマンドを使用します。

show disk [ vendor model revision | detail | expand] *

___________________
シンタックスの説明

（任意）特定のベンダー名を表示します。vendor

（任意）特定の型番を表示します。model

（任意）特定のリビジョン番号を表示します。revision

（任意）各ディスクの詳細の一部を表示します。detail

（任意）各ディスクの全詳細を表示します。expand

___________________
コマンドデフォルト ディスク情報を表示します。

___________________
コマンドモード 機能（/system/capability）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン 引数やキーワードなしで showdiskコマンドを使用して、ディスクのリストを表示することもでき

ます。

ハードディスクドライブやソリッドステートドライブなど、1つ以上の SATAデバイスサー
バが含まれている場合、このコマンドによって Vendorフィールドに ATAが表示されます。
expandキーワードを使用して、ベンダーの詳細情報を表示します。

（注）

___________________
例 次の例は、ディスクのリストを表示する方法を示します。

switch-A# scope system
switch-A /system # scope capability
switch-A /system/capability # show disk
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Disk Capacity:
Vendor Model HW Revision
------------------------ ------------------------ -----------
ATA SSDSA2SH064G1GC INTEL 0
FUJITSU MBB2147RC 0
FUJITSU MBC2073RC 0
SEAGATE ST9146802SS 0
SEAGATE ST973402SS 0
SEAGATE ST973451SS 0

switch-A /system/capability #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show cpu

show memory
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show distributed-virtual-switch
分散仮想スイッチ情報を表示するには、show distributed-virtual-switchコマンドをフォルダモー
ドで使用します。

show distributed-virtual-switch [dvs-name | detail]

___________________
シンタックスの説明

分散仮想スイッチの名前。dvs-name

分散仮想スイッチの詳細情報をリスト形式で指定します。detail

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード VMware（/system/vm-mgmt/vmware/vcenter/data-center/folder）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
例 次の例は、分散仮想スイッチ情報の表示方法を示しています。

switch-A# scope system
switch-A /system # scope vm-mgmt
switch-A /system/vm-mgmt # scope vmware
switch-A /system/vm-mgmt/vmware # scope vcenter vc10
switch-A /system/vm-mgmt/vmware/vcenter # scope data-center dc10
switch-A /system/vm-mgmt/vmware/vcenter/data-center # scope folder f10
switch-A /system/vm-mgmt/vmware/vcenter/data-center # show distributed-virtual-switch dvs10

Distributed Virtual Switch:
Name Admin State
---------- -----------
dvs10 Disable

switch-A /system/vm-mgmt/vmware/vcenter/data-center #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show data-center

show folder
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show dns
DNSの情報を表示するには、 show dns コマンドを使用します。

show dns

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト DNS情報を表示します。

___________________
コマンドモード サービス（/system/services）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドではライセンスは必要ありません。

___________________
例 次の例は、DNS情報を表示する方法を示します。

switch-A# scope system
switch-A /system # scope services

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show http

show ntp
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show download-task
ダウンロードタスク情報を表示するには、 show download-task コマンドを使用します。

show download-task [ file-name | detail | fsm] *

___________________
シンタックスの説明

（任意）特定のダウンロードを表示します。file-name

（任意）各ダウンロードの全詳細を表示します。detail

（任意）fsm

___________________
コマンドデフォルト ダウンロードタスク情報を表示します。

___________________
コマンドモード ファームウェア（/firmware）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドではライセンスは必要ありません。

引数やキーワードなしで show download-taskコマンドを使用して、ダウンロードのリストを表示
することもできます。

___________________
例 次の例は、ダウンロードのリストを表示する方法を示します。

switch-A# scope firmware
switch-A /firmware # show download-task
Download task:

File Name Protocol Server Userid State
--------- -------- --------------- --------------- -----
ucs-dplug.4.0.1a.N2.1.1.61.gbin

Scp 10.193.1.28 jaunderw Failed
ucs-k9-bundle.1.0.1.61.gbin

Scp t1.nuovasystems jaunderw Failed
ucs-k9-bundle.1.0.1.71.gbin

Scp t1.nuovasystems jaunderw Failed
switch-A /firmware #
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

show fsm

show image
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show dynamic-conn-policy
ダイナミック vNIC接続ポリシー情報を表示するには、 show dynamic-conn-policy コマンドを使
用します。

show dynamic-conn-policy [ vnic-name | detail]

___________________
シンタックスの説明

（任意）特定の vNICの情報を表示します。vnic-name

（任意）すべての vNICの詳細を表示します。detail

___________________
コマンドデフォルト ダイナミック vNIC接続ポリシー情報を表示します。

___________________
コマンドモード 組織（/org）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドではライセンスは必要ありません。

引数やキーワードなしで show dynamic-vnic-conn-policyコマンドを使用して、ダイナミック vNIC
接続ポリシーのリストを表示することもできます。

___________________
例 次の例は、ダイナミック vNIC接続ポリシーのリストを表示する方法を示します。

switch-A# scope org org10
switch-A /org # show dynamic-vnic-conn-policy

Dynamic vNIC Connectivity Policy:
Name Dynamic Eth Enforcement Protection Adapter Profile Pin Group
-------------------- ----------- ----------- ---------- --------------- ---------
org10/dvcp10 60 Best Effort Protected
org10/dvcp11 61 Best Effort Protected

switch-A /org #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show vhba-templ
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説明コマンド

show vnic-templ
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show egress-policy
出力側ポリシー情報を表示するには、qos-policyモードで show egress-policyコマンドを使用しま
す。

show egress-policy [detail | expand]

___________________
シンタックスの説明

出力側ポリシー情報をリスト形式で表示します。detail

出力側ポリシー情報を表形式で表示します。expand

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード QoSポリシー（/org/sol-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
例 次の例は、拡張出力側ポリシー情報を表示する方法を示します。

switch-A# scope org
switch-A /system # scope qos-policy
switch-A /system/vm-mgmt # show egress-policy expand

Egress QoS Policy:
Prio Rate Burst
----------- --------- -----
Best Effort 100000 10000

switch-A /system/vm-mgmt/vmware #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show data-center

show folder
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show environment
環境情報を表示するには、 show environment コマンドを使用します。

show environment [ adapter | board | cpu | detail | expand |memory]

___________________
シンタックスの説明

（任意）アダプタの情報を表示します。adapter

（任意）マザーボードの情報を表示します。board

（任意）CPUの情報を表示します。cpu

（任意）detail

（任意）expand

（任意）メモリの情報を表示します。memory

___________________
コマンドデフォルト 環境情報を表示します。

___________________
コマンドモード サーバ（/chassis/server）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドではライセンスは必要ありません。

引数やキーワードなしで show environmentコマンドを使用して、サーバの状態を表示することも
できます。

___________________
例 次の例は、マザーボードの情報を表示する方法を示します。

switch-A#scope chassis 1
switch-A /chassis # scope server 1/1
switch-A /chassis/server # show environment

Server 1/1:
Oper Power: On
Motherboard:
Threshold Status: OK
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Power State: N/A
Thermal Status: OK
Voltage Status: OK
CMOS Battery Voltage Status: OK

switch-A /chassis/server #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show memory

show server
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show epuser
エンドポイントユーザ情報を表示するには、 show epuser コマンドを使用します。

show epuser [ epuser-name | detail | expand] *

___________________
シンタックスの説明

（任意）特定のエンドポイントユーザの情報を表示します。epuser-name

（任意）すべてのエンドポイントユーザの詳細を表示します。detail

（任意）すべてのエンドポイントユーザの詳細の一部を表示します。expand

___________________
コマンドデフォルト エンドポイントユーザ情報を表示します。

___________________
コマンドモード IPMIアクセスプロファイル（/org/ipmi-access-profile）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドではライセンスは必要ありません。

引数やキーワードなしで show epuserコマンドを使用して、エンドポイントユーザのリストを表
示することもできます。

___________________
例 次の例は、エンドポイントユーザのリストを表示する方法を示します。

switch-A# scope org org10
switch-A /org # scope ipmi-access-profile ipmiAP10

switch-A /org/ipmi-access-profile # show epuser

End point user:
User Name End point user privilege Password
---------- ------------------------ --------
epu10 Readonly
epu11 Readonly

switch-A /org #
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

show epuser

show ipmi-access-profile
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show error-recovery
エラー回復情報を表示するには、 show error-recovery コマンドを使用します。

show error-recovery [ detail | expand] *

___________________
シンタックスの説明

（任意）エラー回復の詳細を表示します。detail

（任意）エラー回復の詳細の一部を表示します。expand

___________________
コマンドデフォルト エラー回復情報を表示します。

___________________
コマンドモード ファイバチャネルホスト（/chassis/server/adapter/host-fc）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドではライセンスは必要ありません。

___________________
例 次の例は、表示方法を示します。

switch-A /org # scope chassis 1
switch-A /chassis # scope server 1/1
switch-A /chassis/server # scope adapter 1/1/1
switch-A /chassis/server/adapter # scope host-fc 1
switch-A /chassis/server/adapter/host-fc-if # show error-recovery

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show port
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show eth-classified
イーサネット分類情報を表示するには、 show eth-classified コマンドを使用します。

show error-recovery [ bronze | detail | gold | platinum | silver]

___________________
シンタックスの説明

（任意）ブロンズクラスを表示します。bronze

（任意）すべてのクラスを表示します。detail

（任意）ゴールドクラスを表示します。gold

（任意）プラチナクラスを表示します。platinum

（任意）シルバークラスを表示します。silver

___________________
コマンドデフォルト イーサネット分類クラス情報を表示します。

___________________
コマンドモード QoS（/eth-server/qos）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドではライセンスは必要ありません。

___________________
例 次の例は、プラチナイーサネット分類クラスを表示する方法を示します。

switch-A# scope eth-server
switch-A /eth-server # scope qos
switch-A /eth-server/qos # show eth-classified platinum

Ethernet Classified Class
Priority: Platinum
Cos: 5
Weight: 10
Bw Percent: Not Applicable
Drop: No Drop
Mtu: Normal
Multicast Optimize: No
Admin State: Disabled

switch-A /eth-server/qos #
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

show eth-best-effort

show fc
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show eth-if
イーサネットインターフェイス情報を表示するには、 show eth-if コマンドを使用します。

show eth-if [ interface-name | detail | expand] *

___________________
シンタックスの説明

（任意）特定のインターフェイスの情報を表示します。interface-name

（任意）イーサネットインターフェイスの詳細情報を表示します。detail

（任意）イーサネットインターフェイス情報の一部を表示します。expand

___________________
コマンドデフォルト イーサネットインターフェイス情報を表示します。

___________________
コマンドモード 仮想 NIC（/org/service-profile/vnic）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドではライセンスは必要ありません。

___________________
例 次の例は、イーサネットインターフェイス情報を表示する方法を示します。

switch-A# scope org org10
switch-A /org # scope service-profile sp10
switch-A /org/service-profile # scope vnic vnic10

switch-A /org/service-profile/vnic # show eth-if

Ethernet Interface:
Name: default
Dynamic MAC Addr: 00:00:00:00:00:00
Default Network: Yes
VLAN ID: 1

switch-A /org/service-profile/vnic #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show fc-if
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説明コマンド

show vnic
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show eth-profile
イーサネットプロファイル情報を表示するには、 show eth-profile コマンドを使用します。

show eth-profile [ profile-name | detail | expand] *

___________________
シンタックスの説明

（任意）特定のイーサネットプロファイルの情報を表示します。profile-name

（任意）すべてのイーサネットプロファイルの詳細を表示します。detail

（任意）すべてのイーサネットプロファイルの詳細の一部を表示しま

す。

expand

___________________
コマンドデフォルト イーサネットプロファイル情報を表示します。

___________________
コマンドモード 組織（/org）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドではライセンスは必要ありません。

引数やキーワードなしで showeth-profileコマンドを使用して、イーサネットプロファイルのアソ
シエーションのリストを表示することもできます。

___________________
例 次の例は、イーサネットプロファイルのリストを表示する方法を示します。

switch# scope org org10
switch /org # show eth-profile

Eth Profile:
Name
----
org10/ep10
org10/ep11
org10/ep12

switch /org #
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

show fc-profile

show service-profile
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show eth-uplink
イーサネットアップリンク情報を表示するには、 show eth-uplink コマンドを使用します。

show eth-profile [ detail | expand | fsm status] *

___________________
シンタックスの説明

（任意）イーサネットアップリンクの詳細の一部を表示します。detail

（任意）イーサネットアップリンクの全詳細を表示します。expand

（任意）有限状態マシンを表示します。fsm status

___________________
コマンドデフォルト イーサネットアップリンク情報を表示します。

___________________
コマンドモード 任意のコマンドモード

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドではライセンスは必要ありません。

___________________
例 次の例は、イーサネットアップリンク情報を表示する方法を示します。

switch# show eth-uplink expand

Ethernet Uplink:
Mode: End Host
Fabric:

Id: A
Id: B

Stats Threshold Policy:
Full Name: fabric/lan/thr-policy-default

VLAN:
Name VLAN ID Fabric ID Native VLAN
---------- ---------- --------- -----------
default 1 Dual Yes

switch#
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___________________
関連コマンド

説明コマンド

show eth-profile

show fabric-interconnect
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show event
イベントの情報を表示するには、 show event コマンドを使用します。

show event [ event-id | detail]

___________________
シンタックスの説明

（任意）特定のイベントを表示します。event-id

（任意）すべてのイベントを表示します。detail

___________________
コマンドデフォルト イベント情報を表示します。

___________________
コマンドモード 任意のコマンドモード

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドではライセンスは必要ありません。

引数やキーワードなしで show eventコマンドを使用して、イベントのリストを表示することもで
きます。

___________________
例 次の例は、イベントのリストを表示する方法を示します。

switch-A# show event

Creation Time ID Description
-------------------- -------- -----------
2009-07-31T06:45:40.162 33117 [FSM:STAGE:END]: unprovisioning the Virtual
media bootable device for blade 1/1(
2009-07-31T06:45:40.162 33118 [FSM:STAGE:SKIP]: Disconnect pre-boot environment
agent for server 1/1(FSM-STAGE
2009-07-31T06:45:40.162 33119 [FSM:STAGE:END]: Disconnect pre-boot environment
agent for server 1/1(FSM-STAGE:
2009-07-31T06:45:40.162 33120 [FSM:STAGE:SKIP]: Shutdown the server 1/1; deep
discovery completed(FSM-STAGE:sam
2009-07-31T06:45:40.162 33121 [FSM:STAGE:END]: Shutdown the server 1/1; deep
discovery completed(FSM-STAGE:sam
2009-07-31T06:45:40.162 33122 [FSM:STAGE:SKIP]: Invoke post-discovery policies
on server 1/1(FSM-STAGE:sam:dme
2009-07-31T06:45:40.162 33123 [FSM:STAGE:END]: Invoke post-discovery policies
on server 1/1(FSM-STAGE:sam:dme:
switch-A#
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

show fault

show sel
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show extension-key
拡張キー情報を表示するには、vmwareモードで show extension-keyコマンドを使用します。

show extension-key [detail | fsm status]

___________________
シンタックスの説明

拡張キーの詳細情報をリスト形式で指定します。detail

拡張キーの有限状態マシンのステータスを指定します。fsm status

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード VMware（/system/vm-mgmt/vmware）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
例 次の例は、拡張キー情報を表示する方法を示します。

switch-A# scope system
switch-A /system # scope vm-mgmt
switch-A /system/vm-mgmt # scope vmware
switch-A /system/vm-mgmt/vmware # show extension-key detail

Extension Key:
Key: Cisco-UCSM-DOC-TEAM-EXT-KEY
Current Task: Busy

switch-A /system/vm-mgmt/vmware #
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show ext-eth-if
外部イーサネットインターフェイス情報を表示するには、 show ext-eth-if コマンドを使用しま
す。

show ext-eth-if [ interface-id | detail | expand]

___________________
シンタックスの説明

（任意）特定のインターフェイスを表示します。interface-id

（任意）すべてのインターフェイスの詳細を表示します。detail

インターフェイスのリストを表示します。expand

___________________
コマンドデフォルト 外部イーサネットインターフェイスの情報を表示します。

___________________
コマンドモード アダプタ（/chassis/server/adapter）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドではライセンスは必要ありません。

引数やキーワードなしで show ext-eth-ifコマンドを使用して、インターフェイスのリストを表示
することもできます。

___________________
例 次の例は、インターフェイスのリストを表示する方法を示します。

switch-A# scope chassis 1
switch-A /chassis # scope server 1/1
switch-A /chassis/server # scope adapter 1/1/1
switch-A /chassis/server/adapter # show ext-eth-if

Ext Interface:
Adapter Id Id Mac Fabric ID Oper State
---------- ---------- ----------------- --------- ----------

1 1 00:23:04:C6:A2:8C A Link Up
1 2 00:23:04:C6:A2:8D B Link Up

switch-A /chassis/server/adapter #
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

show host-eth-if

show host-fc-if

   Cisco UCS Manager CLI コマンドリファレンスリリース 1.3(1)
960 OL-22880-03-J  

コマンド

show ext-eth-if



show ext-ipv6-rss-hash
IPv6 RSSハッシュプロファイル情報を表示するには、 show ext-ipv6-rss-hash コマンドを使用し
ます。

show ext-ipv6-rss-hash [ detail | expand]

___________________
シンタックスの説明

（任意）外部 IPv6 RSSハッシュプロファイルの詳細を表示します。detail

（任意）外部 IPv6 RSSハッシュプロファイルの詳細を表示します。expand

___________________
コマンドデフォルト 外部 IPv6 RSSハッシュプロファイルの情報を表示します。

___________________
コマンドモード ホストイーサネット（/chassis/server/adapter/host-eth）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドではライセンスは必要ありません。

___________________
例 次の例は、外部 IPv6 RSSハッシュプロファイルを表示する方法を示します。

switch-A# scope chassis 1
switch-A /chassis # scope server 1/1
switch-A /chassis/server # scope adapter 1/1/1
switch-A /chassis/server/adapter # scope host-eth 1
switch-A /chassis/server/adapter/host-eth-if # show ext-ipv6-rss-hash

External IPv6 RSS Hash Profile:
IP Hash: Disabled
TCP Hash: Disabled

switch-A /chassis/server/adapter/host-eth-if #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show ipv4-rss-hash

show ipv6-rss-hash
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show fabric
ファブリックインターコネクト情報を表示するには、 show fabric コマンドを使用します。

fc-uplink mode

show fabric [ a | b | detail | expand]

シャーシモード

show fabric [ detail]

___________________
シンタックスの説明

（任意）ファブリック Aの情報を表示します。a

（任意）ファブリック Bの情報を表示します。b

（任意）ファブリックインターコネクトの詳細を

表示します。

detail

（任意）ファブリックインターコネクトの詳細を

表示します。

expand

___________________
コマンドデフォルト ファブリックインターコネクトの情報を表示します。

___________________
コマンドモード ファイバチャネルアップリンク（/fc-uplink）

シャーシ（/chassis）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドではライセンスは必要ありません。

引数やキーワードなしでシャーシモードで show fabricコマンドを使用して、ファブリックのリ
ストを表示することもできます。
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___________________
例 次の例は、ファブリックのリストを表示する方法を示します。

switch-A# scope fc-uplink
switch-A /fc-uplink # show fabric

Locale:
Id Name C Type Transport Side Slot Id Locale Type
-- ---------- -------------- --------- ----- ---------- -------- ----
A Mux To Host Ether Left 1 Server Lan
B Mux To Host Ether Right 1 Server Lan
A Mux To Host Ether Left 2 Server Lan
B Mux To Host Ether Right 2 Server Lan
A Mux To Host Ether Left 3 Server Lan
B Mux To Host Ether Right 3 Server Lan
A Mux Fabric Ether Left 1 Chassis Lan
B Mux Fabric Ether Right 2 Chassis Lan
switch-A /fc-uplink #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show interface

show pin-group
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show fabric-interconnect
ファブリックインターコネクト情報を表示するには、show fabric-interconnectコマンドを使用し
ます。

show fabric-interconnect [ a| b] [detail| fsm status]

___________________
シンタックスの説明

（任意）ファブリック Aの情報を表示します。a

（任意）ファブリック Bの情報を表示します。b

（任意）ファブリックインターコネクトの詳細を

表示します。

detail

（任意）有限状態マシン情報を表示します。fsm status

___________________
コマンドデフォルト ファブリックインターコネクトの情報を表示します。

___________________
コマンドモード 任意のコマンドモード

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドではライセンスは必要ありません。

___________________
例 次の例は、ファブリックインターコネクトのリストを表示する方法を示します。

switch-A# show fabric-interconnect

Fabric Interconnect:
ID OOB IP Addr OOB Gateway OOB Netmask Operability
-- --------------- --------------- --------------- -----------
A 10.193.66.91 10.193.64.1 255.255.248.0 Operable
B 10.193.66.92 10.193.64.1 255.255.248.0 Operable

switch-A#
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

show fabric-interconnect inventory

show fabric-interconnect mode
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show fabric-interconnect inventory
ファブリックインターコネクトハードウェア情報を表示するには、show fabric-interconnect
inventoryコマンドを使用します。

show fabric-interconnect inventory [id { a| b}] [expand] [detail]

___________________
シンタックスの説明

（任意）ファブリック Aの情報を表示します。a

（任意）ファブリック Bの情報を表示します。b

（任意）ファブリックインターコネクトハード

ウェアの詳細を表示します。

detail

（任意）ファブリックインターコネクトハード

ウェアの詳細を表示します。

expand

___________________
コマンドデフォルト ファブリックインターコネクトハードウェアの情報を表示します。

___________________
コマンドモード 任意のコマンドモード

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドではライセンスは必要ありません。

___________________
例 次の例は、ファブリックインターコネクトハードウェアのリストを表示する方法を示します。

switch-A# show fabric-interconnect inventory

ID PID Vendor Serial (SN) HW Revision Total Memory (MB)
-------- --------------- ----------------- ----------- ----------- -----------------
A N10-S6100 Cisco Systems, In SSI12480266 0 3549
B N10-S6100 Cisco Systems, In SSI12520C81 0 3549

switch-A#
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

show fabric-interconnect

show fabric-interconnect mode
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show fabric-interconnect mode
ファブリックインターコネクトモードを表示するには、show fabric-interconnect modeコマンド
を使用します。

show fabric-interconnect mode

___________________
シンタックスの説明 このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 任意のコマンドモード

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドではライセンスは必要ありません。

___________________
例 次の例は、ファブリックインターコネクトモードを表示する方法を示します。

switch-A# show fabric-interconnect mode

Ethernet switching mode:
Mode: End Host

switch-A#

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show fabric-interconnect
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show failover
フェールオーバータイムアウト情報を表示するには、 show failover コマンドを使用します。

show failover [ detail | expand]

___________________
シンタックスの説明

（任意）フェールオーバータイムアウトの詳細情報を表示します。detail

（任意）フェールオーバータイムアウトの詳細情報を表示します。expand

___________________
コマンドデフォルト フェールオーバータイムアウトの情報を表示します。

___________________
コマンドモード ホストイーサネット（/chassis/server/adapter/host-eth）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドではライセンスは必要ありません。

___________________
例 次の例は、フェールオーバータイムアウトの詳細情報を表示する方法を示します。

switch-A# scope chassis 1
switch-A /chassis # scope server 1/1
switch-A /chassis/server # scope adapter 1/1/1
switch-A /chassis/server/adapter # scope host-eth 1
switch-A /chassis/server/adapter/host-eth # show failover

Ethernet Failover Profile:
Timeout (sec): 5

switch-A /chassis/server/adapter/host-eth #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show event

show fault
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show fan
ファンの情報を表示するには、 show fan コマンドを使用します。

機能モード

show fan [ vendor model hardware-rev | detail | expand]

ファンモジュールモード

show fan [ detail | expand]

___________________
シンタックスの説明

（任意）ベンダー名を表示します。vendor

（任意）型番を表示します。model

（任意）ハードウェアリビジョン番号を表示します。hw-rev

（任意）ファンの詳細情報を表示します。detail

（任意）ファンの拡張情報を表示します。expand

___________________
コマンドデフォルト ファンの情報を表示します。

___________________
コマンドモード 機能（/system/capability）

ファンモジュール（/chassis/fan-module）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドではライセンスは必要ありません。

引数やキーワードなしで機能モードで show fanコマンドを使用して、ファンのリストを表示する
こともできます。
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___________________
例 このコマンドは、ファンのリストを表示する方法を示します。

switch-A# scope system
switch-A /system # scope capability
switch-A /system/capability # show fan

Fan Module:
Vendor Model HW Revision

------------------------ ------------------------ -----------
Cisco 73-11624-02 04
Cisco Systems N5K-C5010-FAN 0
Cisco Systems N5K-C5020-FAN 0
Cisco Systems Inc N10-FAN1= 0
Cisco Systems Inc N10-FAN2= 0
Cisco Systems Inc N20-FAN5 0
N/A N10-FAN1 0
N/A N10-FAN2 0

switch-A /system/capability #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show chassis

show server
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show fan-module
ファンモジュールの情報を表示するには、 show fan-module コマンドを使用します。

show fan [ tray module ] [ detail ][ expand ]

___________________
シンタックスの説明

（任意）特定のトレイの特定のモジュールを表示します。tray module

（任意）すべてのファンの詳細情報を表示します。detail

（任意）すべてのファンの情報の一部を表示します。expand

___________________
コマンドデフォルト ファンモジュールの情報を表示します。

___________________
コマンドモード シャーシ（/chassis）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドではライセンスは必要ありません。

引数やキーワードなしで show fan-moduleコマンドを使用して、ファンモジュールのリストを表
示することもできます。

___________________
例 このコマンドは、ファンモジュールのリストを表示する方法を示します。

switch-A# scope chassis 1
switch-A /system/capability # show fan-module

Fan Module:
Tray Module Overall Status
---------- ---------- --------------

1 1 Operable
1 2 Operable
1 3 Operable
1 4 Operable
1 5 Operable
1 6 Operable
1 7 Operable
1 8 Operable

switch-A /system/capability #
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

show fan

show iom
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show fault policy
障害ポリシー情報を表示するには、 show fault policy コマンドを使用します。

show fault policy [detail]

___________________
シンタックスの説明

（任意）障害ポリシーの詳細情報を表示します。detail

___________________
コマンドデフォルト 障害ポリシーの情報を表示します。

___________________
コマンドモード モニタリング（/monitoring）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドではライセンスは必要ありません。

___________________
例 次の例は、障害ポリシーを表示する方法を示します。

switch-A# scope monitoring
switch-A /monitoring # show fault policy

Fault Policy:
Clear Action: Retain
Retention Interval: 00:01:00:00
Flap Interval (sec): 10

switch-A /monitoring # show fault policy

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show fault

show syslog
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show fc
ファイバチャネルクラス情報を表示するには、 show fc コマンドを使用します。

show fc [detail]

___________________
シンタックスの説明

（任意）ファイバチャネルクラスの詳細情報を表示します。detail

___________________
コマンドデフォルト ファイバチャネルクラスの情報を表示します。

___________________
コマンドモード QoS（/eth-server/qos）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドではライセンスは必要ありません。

___________________
例 次の例は、ファイバチャネルクラス情報を表示する方法を示します。

switch-A# scope eth-server
switch-A /eth-server # scope qos
switch-A /eth-server/qos # show fc

FC Class:
Priority: 1
Cos: 3
Weight: 5
Bw Percent: 50
Drop: No Drop
Mtu: Fc
Admin State: Enabled

switch-A /eth-server/qos #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show eth-best-effort

show eth-classified
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show fc-if
ファイバチャネルインターフェイス情報を表示するには、 show fc-if コマンドを使用します。

show fc-if [ detail] [ expand]

___________________
シンタックスの説明

（任意）ファイバチャネルインターフェイスの詳細情報を表示します。detail

（任意）ファイバチャネルインターフェイスの拡張情報を表示します。expand

___________________
コマンドデフォルト ファイバチャネルインターフェイスの情報を表示します。

___________________
コマンドモード 仮想 HBA（/org/service-profile/vhba）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドではライセンスは必要ありません。

___________________
例 次の例は、ファイバチャネルインターフェイス情報を表示する方法を示します。

switch-A# scope org org10
switch-A /org # scope service-profile sp10
switch-A /org/service-profile # scope vhba vhba10

switch-A /org/service-profile/vhba # show fc-if

Fibre Channel Interface:
Name: default
vSAN ID: 1

switch-A /org/service-profile/vhba #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show eth-if

show vhba
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show fc-profile
ファイバチャネルプロファイル情報を表示するには、 show fc-profile コマンドを使用します。

show fc-profile [ profile-name ] [ detail ][ expand ]

___________________
シンタックスの説明

（任意）特定のファイバチャネルプロファイルを表示します。profile-name

（任意）すべてのファイバチャネルプロファイルの詳細の一部を表示

します。

detail

（任意）すべてのファイバチャネルプロファイルの拡張情報を表示し

ます。

expand

___________________
コマンドデフォルト ファイバチャネルプロファイルの情報を表示します。

___________________
コマンドモード 組織（/org）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドではライセンスは必要ありません。

引数やキーワードなしで show fc-profileコマンドを使用して、ファイバチャネルプロファイルの
アソシエーションのリストを表示することもできます。

___________________
例 次の例は、ファイバチャネルプロファイルのリストを表示する方法を示します。

switch-A# scope org org10
switch-A /org/ # show fc-profile

FC Profile:
Name
----
org10/fcp10
org10/fcp11

switch-A /org/ #
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

show eth-profile

show org
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show identity（サーバ）
サーバの ID情報を表示するには、show identityコマンドを使用します。

show identity

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード サーバ（/chassis/server）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドではライセンスは必要ありません。

___________________
例 次の例は、サーバの ID情報を表示する方法を示します。

switch-A# scope server 1/1
switch-A /chassis/server # show identity

Server 1/1:
Burned-In UUID: 6bf4c501-d3a9-11dd-b4d9-000bab01bfd6
Dynamic UUID: 6bf4c501-d3a9-11dd-b4d9-000bab01bfd6

Ext Interface:

Adapter Interface Mac
------- --------- ---

1 1 00:24:97:1F:5B:F2
1 2 00:24:97:1F:5B:F3

switch-A /chassis/server #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show chassis

show server
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show identity（サービスプロファイル）
サービスプロファイルの ID情報を表示するには、show identityコマンドを使用します。

show identity

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード サービスプロファイル（/org/service-profile）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドではライセンスは必要ありません。

___________________
例 次の例は、サービスプロファイルの ID情報を表示する方法を示します。

switch-A# scope org /org100
switch-A /org # scope service-profile sp100
switch-A /org/service-profile # show identity

Service Profile Name: org100/sp100
UUID Suffix Pool:
Dynamic UUID: Derived

switch-A /org/service-profile #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show service-profile
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show identity mac-addr
システムのMACアドレス ID情報を表示するには、show identity mac-addrコマンドを使用しま
す。

show identity mac-addr [ id ] [pool-info| profile-info]+ [detail]

___________________
シンタックスの説明

特定のMACアドレスの ID情報を表示します。NN:NN:NN:NN:NN:NN
の形式でMACアドレスを指定します。

id

（任意）プールの ID情報を表示します。pool-info

（任意）プロファイルの ID情報を表示します。profile-info

（任意）ID情報の詳細をリスト形式で表示します。detail

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 任意のコマンドモード

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドではライセンスは必要ありません。

___________________
例 次の例は、システムのMACアドレス ID情報を表示する方法を示します。

switch-A# scope org /org100
switch-A /org # show identity mac-addr
MAC Address Assigned Owner Assigned Service Profile
----------------- -------- --------- ------------------------
00:25:B5:00:00:00 Yes Pool org-root/ls-Blade6-Default/ether-eth1
00:25:B5:00:00:01 No Pool
00:25:B5:00:00:02 No Pool
00:25:B5:00:00:03 No Pool
--More--

switch-A /org # show identity mac-addr pool-info
MAC Address Assigned Owner Pool DN
----------------- -------- --------- -------
00:25:B5:00:00:00 Yes Pool org-root/mac-pool-default/00:25:B5:00:00:00
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00:25:B5:00:00:01 No Pool org-root/mac-pool-p100/00:25:B5:00:00:01
00:25:B5:00:00:02 No Pool org-root/mac-pool-p100/00:25:B5:00:00:02
00:25:B5:00:00:03 No Pool org-root/mac-pool-p100/00:25:B5:00:00:03
--More--

switch-A /org #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show org
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show identity uuid
システムの汎用一意識別子（UUID）の ID情報を表示するには、show identity uuidコマンドを使
用します。

show identity uuid [ id ] [pool-info| profile-info]+ [detail]

___________________
シンタックスの説明

特定の UUIDの ID情報を表示します。 NNNN-NNNNNNNNNNNNの
形式で UUIDを指定します。

id

（任意）プールの ID情報を表示します。pool-info

（任意）プロファイルの ID情報を表示します。profile-info

（任意）ID情報の詳細をリスト形式で表示します。detail

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 任意のコマンドモード

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドではライセンスは必要ありません。

___________________
例 次の例は、システムの UUIDの ID情報を表示する方法を示します。

switch-A# scope org /org100
switch-A /org # show identity uuid

UUID Assigned Owner Assigned Service Profile
----------------- -------- --------- ------------------------
0000-000000000001 No Pool

switch-A /org # show identity uuid pool-info
UUID Assigned Owner Pool DN
----------------- -------- --------- -------
0000-000000000001 No Pool org-root/uuid-pool-p100/0000-000000000001

switch-A /org #
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

show org
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show identity wwn
システムのワールドワイド名（WWN）の ID情報を表示するには、show identity wwnコマンドを
使用します。

show identity wwn [ id ] [pool-info| profile-info]+ [detail]

___________________
シンタックスの説明

特定のWWNの ID情報を表示します。HH:HH:HH:HH:HH:HH:HH:HH
の形式で一意のWWNを指定します。

id

（任意）プールの ID情報を表示します。pool-info

（任意）プロファイルの ID情報を表示します。profile-info

（任意）ID情報の詳細をリスト形式で表示します。detail

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 任意のコマンドモード

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドではライセンスは必要ありません。

___________________
例 次の例は、システムのWWNの ID情報を表示する方法を示します。

switch-A# scope org /org100
switch-A /org # show identity wwn
WWN Assigned Owner Assigned Service Profile
----------------------- -------- --------- ------------------------
20:00:00:25:B5:00:00:00 No Pool
20:00:00:25:B5:00:00:01 No Pool
20:00:00:25:B5:00:00:02 No Pool
20:00:00:25:B5:00:00:03 No Pool
--More--

switch-A /org # show identity wwn pool-info
WWN Assigned Owner Pool DN
----------------------- -------- --------- -------
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20:00:00:25:B5:00:00:00 No Pool org-root/wwn-pool-p44/20:00:00:25:B5:00:00:00
20:00:00:25:B5:00:00:01 No Pool
org-root/wwn-pool-oneWWtwoNN/20:00:00:25:B5:00:00:01
20:00:00:25:B5:00:00:02 No Pool org-root/wwn-pool-default/20:00:00:25:B5:00:00:02
20:00:00:25:B5:00:00:03 No Pool org-root/wwn-pool-default/20:00:00:25:B5:00:00:03
--More--

switch-A /org #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show org
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show license brief
ライセンスファイルのリストを表示するには、show license briefコマンドを使用します。

show license brief

___________________
シンタックスの説明 このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 任意のコマンドモード

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドではライセンスは必要ありません。

___________________
例 次の例は、ライセンスファイルのリストを表示する方法を示します。

switch-A# show license brief
Enterprise.lic
FibreChannel.lic

switch-A#

___________________
関連コマンド 説明コマンド

connect local-mgmt
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show license default
デフォルトのライセンスを使用するサービスを表示するには、show license defaultコマンドを使
用します。

show license default

___________________
シンタックスの説明 このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 任意のコマンドモード

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドではライセンスは必要ありません。

___________________
例 次の例は、デフォルトのライセンスを使用するサービスを表示する方法を示します。

switch-A# show license default

Feature Default License Count
-----------------------------------------------------------------------------
FM_SERVER_PKG -
ENTERPRISE_PKG -
FC_FEATURES_PKG -
ETH_PORT_ACTIVATION_PKG 8
ETH_MODULE_ACTIVATION_PKG 0
-----------------------------------------------------------------------------

switch-A#

___________________
関連コマンド 説明コマンド

connect local-mgmt
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show license file
ライセンスファイルの内容を表示するには、show license fileコマンドを使用します。

show license file [ license-file-name ]

___________________
シンタックスの説明

指定されたファイルの内容を表示します。license-file-name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 任意のコマンドモード

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドではライセンスは必要ありません。

___________________
例 次の例は、ライセンスファイルの内容を表示する方法を示します。

switch-A# show license file enter.lic

enter.lic:
SERVER this_host ANY
VENDOR cisco
INCREMENT ENTERPRISE_PKG cisco 1.0 permanent uncounted \

VENDOR_STRING=<LIC_SOURCE>UCS_SWIFT</LIC_SOURCE><SKU>ENTERPRISE_PKG=</SKU> \
HOSTID=VDH=FLC12360025 \
NOTICE="<LicFileID>20090519230254773</LicFileID><LicLineID>1</LicLineID> \
<PAK></PAK>" SIGN=134D2848E9B0

switch-A#

___________________
関連コマンド 説明コマンド

connect local-mgmt
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show license host-id
ライセンスのためのこのホストの IDを表示するには、show license host-idコマンドを使用しま
す。

show license host-id

___________________
シンタックスの説明 このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 任意のコマンドモード

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドではライセンスは必要ありません。

___________________
例 次の例は、ライセンスのためのこのホストの IDを表示する方法を示します。

switch-A# show license host-id
License hostid: VDH=FOX064317SQ

switch-A#

___________________
関連コマンド 説明コマンド

connect local-mgmt
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show license usage
ライセンスパッケージの一部またはすべての使用状況を表示するには、show license usageコマン
ドを使用します。

show license usage [enterprise-pkg| eth-module-activation-pkg| eth-port-activation-pkg| fc-features-pkg|
fm-server-pkg]

___________________
シンタックスの説明

（任意）Enterpriseパッケージ
のライセンスファイルのみの内

容を表示します。

enterprise-pkg

（任意）イーサネットモジュー

ルのアクティベーションパッ

eth-module-activation-pkg

ケージのライセンスファイルの

みの内容を表示します。

（任意）イーサネットポートの

アクティベーションパッケージ

eth-port-activation-pkg

のライセンスファイルのみの内

容を表示します。

（任意）ファイバチャネル機能

パッケージのライセンスファイ

ルのみの内容を表示します。

fc-features-pkg

（任意）Enterpriseパッケージ
のライセンスファイルのみの内

容を表示します。

fm-server-pkg

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 任意のコマンドモード

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドではライセンスは必要ありません。
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___________________
例 次の例は、ライセンスパッケージの使用状況を表示する方法を示します。

switch-A# show license usage

Feature Ins Lic Status Expiry Date Comments
Count

--------------------------------------------------------------------------------
FM_SERVER_PKG No - Unused -
ENTERPRISE_PKG Yes - Unused Never -
FC_FEATURES_PKG Yes - Unused Never -
ETH_PORT_ACTIVATION_PKG Yes 25 Unused Never -
ETH_MODULE_ACTIVATION_PKG No 0 Unused -
--------------------------------------------------------------------------------

switch-A#

___________________
関連コマンド 説明コマンド

connect local-mgmt
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show nwctrl-policy
ネットワーク制御ポリシー情報を表示するには、show nwctrl-policyコマンドを使用します。

show nwctrl-policy [policy-name]

___________________
シンタックスの説明

ポリシー名。policy-name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 組織（/org）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(2)

___________________
例 次の例は、ネットワーク制御ポリシー情報を表示する方法を示します。

switch-A# scope org org100
switch-A /org # show nCP100

Network Control Policy:
Name CDP Uplink fail action
---------- -------- ------------------
nCP100 Enabled Warning

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show fc-policy

show qos-policy
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show power-budget
サーバのコミットされた電力使用レベルを表示するには、showpower-budgetコマンドを使用しま
す。

show power-budget [detail| expand]

___________________
シンタックスの説明

（任意）詳細情報をリスト形式で表示します。detail

（任意）拡張情報を表示します。expand

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード サーバ（/chassis/server）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.3(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、サーバのコミットされた電力使用レベルを表示します。

___________________
例 次の例では、シャーシ 2のサーバ 4の電力使用レベル設定を表示します。

UCS-A# scope server 2/4
UCS-A /chassis/server # show power-budget

Power Budget:
Committed (W): 1000
Oper Committed (W): Disabled

UCS-A /chassis/server #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

set power-budget committed
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show psu-policy
PSUポリシー情報を表示するには、orgモードで show psu-policyコマンドを使用します。

show psu-policy [detail]

___________________
シンタックスの説明

完全なポリシー情報をリスト形式で表示します。detail

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 組織（/org）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
例 次の例は、完全なポリシーを表示する方法を示します。

switch-A # scope org org100
switch-A /org # show psu-policy psup100

PSU Policy:
Redundancy: n-plus-1
Description: psup100

switch-A /org #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

set redundancy

show psu
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show security fsm status
セキュリティ関連の有限状態マシン情報を表示するには、showsecurity fsmstatusコマンドを使用
します。

show security fsm status

___________________
シンタックスの説明 このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 任意のコマンドモード

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドではライセンスは必要ありません。

___________________
例 次の例は、セキュリティ関連の有限状態マシン情報を表示する方法を示します。

switch-A# show security fsm status

FSM 1:
Remote Result: Not Applicable
Remote Error Code: None
Remote Error Description:
Status: Nop
Previous Status: Update User Ep Success
Timestamp: 2010-02-18T05:19:05.705
Try: 0
Progress (%): 100
Current Task:

switch-A#

___________________
関連コマンド 説明コマンド
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show sel
サーバのシステムイベントログ（SEL）の内容を表示するには、showselコマンドを使用します。

show sel server-id

___________________
シンタックスの説明 chassis-number/server-numberで表現されるサーバの ID。server-id

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 任意のコマンドモード

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドではライセンスは必要ありません。

___________________
例 次の例は、シャーシ 1のサーバ 1の SELの内容を表示する方法を示します。

switch-A# show sel 1/1
1 | 02/15/2010 17:23:27 | BIOS | System Event #0x83 | Timestamp clock synch | SEL

timestamp clock updated, event is first of pair | Asserted
2 | 02/15/2010 17:23:28 | BMC | Drive slot(Bay) SAS0_LINK_STATUS #0x21 | Transition

to Degraded | Asserted
3 | 02/15/2010 17:23:28 | BMC | Drive slot(Bay) SAS0_LINK_STATUS #0x21 | Transition

to On Line | Deasserted
4 | 02/15/2010 17:23:28 | BMC | Platform alert LED_SAS0_FAULT #0x59 | LED is blinking

fast | Asserted
5 | 02/15/2010 17:23:28 | BMC | Platform alert LED_SAS0_FAULT #0x59 | LED is on |

Deasserted
6 | 02/15/2010 17:23:28 | BMC | Platform alert LED_FPID #0x5b | LED is on | Asserted
7 | 02/15/2010 17:23:28 | BMC | Platform alert LED_FPID #0x5b | LED is off | Deasserted

8 | 02/15/2010 17:23:29 | BMC | Entity presence MAIN_POWER #0x52 | Device Absent |
Asserted

9 | 02/15/2010 17:23:29 | BMC | Entity presence MAIN_POWER #0x52 | Device Present |
Deasserted

a | 02/15/2010 17:23:29 | BMC | Platform alert LED_SAS0_FAULT #0x59 | LED is on |
Asserted

b | 02/15/2010 17:23:29 | BMC | Platform alert LED_SAS0_FAULT #0x59 | LED color is
green | Asserted
--More--

switch-A#
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___________________
関連コマンド 説明コマンド
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show server actual-boot-order
サーバの実際のブート順序を表示するには、showserveractual-boot-orderコマンドを使用します。

show server actual-boot-order[uuid dynamic-uuid| server-id]

___________________
シンタックスの説明

（任意）サーバの実際のブート

順序をダイナミック汎用一意識

uuid dynamic-uuid

別子（UUID）とともに表示し
ます。
NNNNNNNN-NNNN-NNNN-NNNN-NNNNNNNNNNNN
の形式でダイナミックUUIDを
指定します。

（任意）

chassis-number/server-numberで
server-id

表現される特定のサーバの実際

のブート順序を表示します。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 任意のコマンドモード

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドではライセンスは必要ありません。

___________________
例 次の例は、シャーシ 1のサーバ 3の実際のブート順序を表示する方法を示します。

switch-A# show server actual-boot-order 1/3

Server 1/3:
Last Update: 2010-02-18T05:20:33.603
Network Device

(1) Cisco NIC 11:0.0
(2) Cisco NIC 12:0.0

CD/DVD
(1) Cisco Virtual CD/DVD 1.19
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HDD
(1) #0100 ID00 LUN0 FUJITSU MBC207

FDD
(1) Cisco Virtual HDD 1.19
(2) Cisco Virtual Floppy 1.19

Internal EFI Shell

switch-A#

___________________
関連コマンド 説明コマンド
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show server adapter
サーバのネットワークアダプタの情報を表示するには、show server adapterコマンドを使用しま
す。

show server adapter [ uuid dynamic-uuid | server-id ] [detail]

___________________
シンタックスの説明

（任意）サーバ内のネットワークアダプタについての情報をダイナミック

汎用一意識別子（UUID）とともに表示します。
uuid dynamic-uuid

NNNNNNNN-NNNN-NNNN-NNNN-NNNNNNNNNNNNの形式でダイナミッ
ク UUIDを指定します。

（任意）chassis-number/server-numberで表現される特定のサーバ内のネッ
トワークアダプタについての情報を表示します。

server-id

（任意）詳細情報をリスト形式で表示します。detail

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 任意のコマンドモード

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドではライセンスは必要ありません。

___________________
例 次の例は、シャーシ 1内のサーバ 3のネットワークアダプタについての情報を表示する方法を示

します。

switch-A# show server adapter 1/3

Server 1/3:
Adapter PID Vendor Serial Overall Status
------- ---------- ----------------- ------------ --------------

1 N20-AC0002 Cisco Systems Inc QCI13110017 Operable

switch-A#
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___________________
関連コマンド 説明コマンド
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show server adapter identity
サーバのネットワークアダプタの ID情報を表示するには、show server adapter identityコマンド
を使用します。

show server adapter identity [ uuid dynamic-uuid | server-id ]

___________________
シンタックスの説明

（任意）サーバ内のネットワークアダプタの ID情報をダイナミック汎用
一意識別子（UUID）とともに表示します。

uuid dynamic-uuid

NNNNNNNN-NNNN-NNNN-NNNN-NNNNNNNNNNNNの形式でダイナミッ
ク UUIDを指定します。

（任意）chassis-number/server-numberで表現される特定のサーバ内のネット
ワークアダプタの ID情報を表示します。

server-id

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 任意のコマンドモード

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドではライセンスは必要ありません。

___________________
例 次の例は、シャーシ 1内のサーバ 3のネットワークアダプタの ID情報を表示する方法を示しま

す。

switch-A# show server adapter identity 1/3

Server 1/3:
Burned-In UUID: 12345678-abcd-ef12-3456-0123456789ab
Dynamic UUID: 12345678-abcd-ef12-abcd-0000000015d9
Adapter 1:

Product Name: Cisco UCS VIC M81KR Virtual Interface Card
PID: N20-AC0002
VID: V01
Vendor: Cisco Systems Inc
Serial: QCI13110017
Revision: 0

Ext Interface:
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Adapter Interface Mac
------- --------- ---

1 1 00:24:97:1F:5C:34
1 2 00:24:97:1F:5C:35

switch-A#

___________________
関連コマンド 説明コマンド
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show server adapter inventory
サーバのネットワークアダプタのインベントリ情報を表示するには、showserveradapter inventory
コマンドを使用します。

show server adapter inventory [ uuid dynamic-uuid | server-id ] [detail]

___________________
シンタックスの説明

（任意）サーバ内のネットワークアダプタのインベントリ情報をダイナ

ミック汎用一意識別子（UUID）とともに表示します。
uuid dynamic-uuid

NNNNNNNN-NNNN-NNNN-NNNN-NNNNNNNNNNNNの形式でダイナミッ
ク UUIDを指定します。

（任意）chassis-number/server-numberで表現される特定のサーバ内のネッ
トワークアダプタのインベントリ情報を表示します。

server-id

（任意）詳細情報をリスト形式で表示します。detail

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 任意のコマンドモード

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドではライセンスは必要ありません。

___________________
例 次の例は、シャーシ 1内のサーバ 3のネットワークアダプタのインベントリ情報を表示する方法

を示します。

switch-A# show server adapter inventory 1/3

Server 1/3:
Adapter PID Vendor Serial Overall Status
------- ---------- ----------------- ------------ --------------

1 N20-AC0002 Cisco Systems Inc QCI13110017 Operable

switch-A#
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___________________
関連コマンド 説明コマンド
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show server adapter layer2
ネットワークアダプタのレイヤ 2情報を表示するには、show server adapter layer2コマンドを使
用します。

show server adapter layer2 [detail]

___________________
シンタックスの説明

（任意）詳細情報をリスト形式で表示します。detail

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 任意のコマンドモード

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドではライセンスは必要ありません。

___________________
例 次の例は、ネットワークアダプタのレイヤ 2情報を表示する方法を示します。

switch-A# scope server 1/5
switch-A /chassis/server # show server adapter layer2

Ext Interface:

Adapter Interface Mac
------- --------- ---

1 1 00:26:51:0A:A3:0C
1 2 00:26:51:0A:A3:0D

switch-A#

___________________
関連コマンド 説明コマンド
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show server adapter status
サーバのネットワークアダプタのステータス情報を表示するには、show server adapter statusコ
マンドを使用します。

show server adapter status [ uuid dynamic-uuid | server-id ] [detail]

___________________
シンタックスの説明

（任意）サーバ内のネットワークアダプタのステータス情報をダイナミッ

ク汎用一意識別子（UUID）とともに表示します。
uuid dynamic-uuid

NNNNNNNN-NNNN-NNNN-NNNN-NNNNNNNNNNNNの形式でダイナミッ
ク UUIDを指定します。

（任意）chassis-number/server-numberで表現される特定のサーバ内のネッ
トワークアダプタのステータス情報を表示します。

server-id

（任意）詳細情報をリスト形式で表示します。detail

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 任意のコマンドモード

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドではライセンスは必要ありません。

___________________
例 次の例は、シャーシ 1内のサーバ 3のネットワークアダプタのステータス情報を表示する方法を

示します。

switch-A# show server adapter status 1/3

Server 1/3:
Overall Status
--------------
Operable

switch-A#
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

Cisco UCS Manager CLI コマンドリファレンスリリース 1.3(1)    
   OL-22880-03-J 1009

コマンド

show server adapter status



show server boot-order
サーバのブート順序を表示するには、show server boot-orderコマンドを使用します。

show server boot-order [ uuid dynamic-uuid | server-id ]

___________________
シンタックスの説明

（任意）サーバのブート順序を

ダイナミック汎用一意識別子

uuid dynamic-uuid

（UUID）とともに表示しま
す。
NNNNNNNN-NNNN-NNNN-NNNN-NNNNNNNNNNNN
の形式でダイナミックUUIDを
指定します。

（任意）

chassis-number/server-numberで
server-id

表現される特定のサーバのブー

ト順序を表示します。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 任意のコマンドモード

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドではライセンスは必要ありません。

___________________
例 次の例は、シャーシ 1のサーバ 5のブート順序を表示する方法を示します。

switch-A# show server boot-order 1/5

Boot Definition:
Full Name: sys/chassis-1/blade-5/boot-policy
Reboot on Update: No

Boot LAN:
Order: 1
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LAN Image Path:
Type: Primary
VNIC: default

switch-A#

___________________
関連コマンド 説明コマンド
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show server cpu
サーバ内の CPUについての情報を表示するには、show server cpuコマンドを使用します。

show server cpu [ uuid dynamic-uuid | server-id ] [detail]

___________________
シンタックスの説明

（任意）サーバ内の CPUついての情報をダイナミック汎用一意識別子
（UUID）とともに表示します。

uuid dynamic-uuid

NNNNNNNN-NNNN-NNNN-NNNN-NNNNNNNNNNNNの形式でダイナ
ミック UUIDを指定します。

（任意）chassis-number/server-numberで表現される特定のサーバ内のCPU
についての情報を表示します。

server-id

（任意）詳細情報をリスト形式で表示します。detail

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 任意のコマンドモード

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドではライセンスは必要ありません。

___________________
例 次の例は、シャーシ 1内のサーバ 5の CPUについての情報を表示する方法を示します。

switch-A# show server cpu 1/5

Server 1/5:
ID Presence Architecture Socket Cores Speed (GHz)
--- -------------------- ----------------- ------ ----------- -----------
1 Equipped Xeon CPU1 4 2.666000
2 Equipped Xeon CPU2 4 2.666000

switch-A#
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

Cisco UCS Manager CLI コマンドリファレンスリリース 1.3(1)    
   OL-22880-03-J 1013

コマンド

show server cpu



show server identity
サーバの ID情報を表示するには、show server identityコマンドを使用します。

show server identity [ uuid dynamic-uuid | server-id ]

___________________
シンタックスの説明

（任意）サーバの ID情報をダイナミック汎用一意識別子（UUID）とと
もに表示します。NNNNNNNN-NNNN-NNNN-NNNN-NNNNNNNNNNNN
の形式でダイナミック UUIDを指定します。

uuid dynamic-uuid

（任意）chassis-number/server-numberで表現される特定のサーバの ID情
報を表示します。

server-id

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 任意のコマンドモード

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドではライセンスは必要ありません。

___________________
例 次の例は、シャーシ 1内のサーバ 5の ID情報を表示する方法を示します。

switch-A# show server identity 1/5

Server 1/5:
Burned-In UUID: 0d05e5b2-0707-11df-b252-000bab01c0fb
Dynamic UUID: 0d05e5b2-0707-11df-b252-000bab01c0fb

Ext Interface:

Adapter Interface Mac
------- --------- ---

1 1 00:26:51:0A:A3:0C
1 2 00:26:51:0A:A3:0D

switch-A#
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___________________
関連コマンド 説明コマンド
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show snmp-user
SNMPv3ユーザ情報を表示するには、show snmp-userコマンドを使用します。

show snmp-user [user-name]

___________________
シンタックスの説明

ユーザ名。user-name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード モニタリング（/monitoring）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例は、SNMPv3ユーザ情報を表示する方法を示します。

switch-A# scope monitoring
switch-A /monitoring # show snmp-user

switch-A /monitoring # SNMPv3 User:
Name Authentication type
------------------------ -------------------
su100 Md5

switch-A /monitoring #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show snmp

show snmp-trap
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show sshkey
ホストの SSH公開キーを表示するには、ローカル管理モードで show sshkey コマンドを使用しま
す。

show sshkey

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ローカル管理（local-mgmt）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、ホストの SSH公開キーを表示します。

このコマンドは、ローカル管理ポートのコマンドラインで使用できます。 connect local-mgmtコ
マンドを使用して、そのコマンドラインに接続します。

___________________
例 次の例は、ホストの SSH公開キーを表示する方法を示します。

switch-A # connect local-mgmt a
Cisco UCS 6100 Series Fabric Interconnect

TAC support: http://www.cisco.com/tac

Copyright (c) 2009, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

The copyrights to certain works contained herein are owned by
other third parties and are used and distributed under license.
Some parts of this software may be covered under the GNU Public
License or the GNU Lesser General Public License. A copy of
each such license is available at
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html and
http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html

switch-A(local-mgmt)# show sshkey
*******************
SSH RSA Public Key
*******************

ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAIEAxlYfe7GDtmCdgZ2TfQivPrQmXh6E808oOofhqgMBA72b
ACu/QJxYeR+S7yqfHJYl1P/Uu+XC3GPueAk5sC3aMMbocwYVt58BsmXeeRubaoO51t1GCQjwwEivQRgI
JGK2dyu1ZWzfiGgaYku3gCYqC59PS7F2TYIoJCWnXwIRI58= root@

switch-A(local-mgmt)#
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

connect local-mgmt
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show stats mb-power-stats
サーバの電力使用状況を表示するには、show stats mb-power-statsコマンドを使用します。

show stats mb-power-stats [detail]

___________________
シンタックスの説明

（任意）詳細情報をリスト形式で表示します。detail

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード サーバ（/chassis/server）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.3(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、サーバの電力使用状況を表示します。

___________________
例 次の例は、シャーシ 2のサーバ 4の電力使用状況を示します。

UCS-A# scope server 2/4
UCS-A /chassis/server # show stats mb-power-stats

Mb Power Stats:
Time Collected: 2010-04-20T08:45:31.209
Monitored Object: sys/chassis-2/blade-4/board
Suspect: No
Consumed Power (W): 116.653679
Input Voltage (V): 12.051000
Input Current (A): 9.680000
Thresholded: Input Voltage Min

UCS-A /chassis/server #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

set power-budget committed
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show vcenter
VCenter情報を表示するには、vmwareモードで show vcenterコマンドを使用します。

show vcenter [vcenter-name | detail | fsm status]

___________________
シンタックスの説明 VCenterの名前。vcenter-name

すべての VCenter情報をリスト形式で表示します。detail

すべての VCenterの有限状態マシン情報をリスト形式で表示し
ます。

fsm status

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード VMware（/system/vm-mgmt/vmware）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
例 次の例は、VCenter情報を表示する方法を示します。

switch-A# scope system
switch-A /system # scope vm-mgmt
switch-A /system/vm-mgmt # scope vmware
switch-A /system/vm-mgmt/vmware # show vcenter vc10

vCenter:
Name: vc10
Description: test
Hostname or IP address:
Certificate:
vCenter Server Version:

switch-A /system/vm-mgmt/vmware #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show data-center

show folder
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show vcon
vConの情報を表示するには、show vconコマンドを使用します。

show vcon [1 | 2 | detail | expand]

___________________
シンタックスの説明

仮想ネットワークインターフェイス 1の vCon情報を表示します。1

仮想ネットワークインターフェイス 2の vCon情報を表示します。2

すべての vConを表示します。detail

すべての vConを表示します。expand

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード vConポリシー（/org/vcon-policy）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
例 次の例は、vCon情報を表示する方法を示します。

switch-A # scope org org100
switch-A /org # scope service-profile sp100
switch-A /org/service-profile* # show vcon 1

Virtual Network Interfaces:
Virtual Network Interfaces ID: 1
Selection Preference: All

Pubs-A /org/service-profile* #
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show vcon-policy
vConポリシー情報を表示するには、show vcon-policyコマンドを使用します。

show vcon-policy [policy-name | detail | expand]

___________________
シンタックスの説明

ポリシーの名前。指定された vConポリシーの名前。policy-name

入力したサービスプロファイルに関連付けられる vConポリシーを表
示します。

detail

すべての vConポリシーを表示します。expand

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 組織（/org）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
例 次の例は、vConポリシー情報を表示する方法を示します。

switch-A # scope org org100
switch-A /org # show vcon-policy vcp100

vNIC/vHBA Placement Profile:
Name
----
org100/vcp100

Pubs-A /org #
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show virtual-machine
仮想マシン情報を表示するには、vmwareモードで show virtual-machineコマンドを使用します。

show virtual-machine [uuid | detail | expand]

___________________
シンタックスの説明

仮想マシンの UUID。uuid

仮想マシンの詳細情報をリスト形式で指定します。detail

拡張仮想マシン情報を表形式で指定します。expand

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード VMware（/system/vm-mgmt/vmware）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.1(1)

___________________
例 次の例は、仮想マシン情報の表示方法を示しています。

switch-A# scope system
switch-A /system # scope vm-mgmt
switch-A /system/vm-mgmt # scope vmware
switch-A /system/vm-mgmt/vmware # show virtual-machine
switch-A /system/vm-mgmt/vmware #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show vcenter
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ssh
SSHをサポートするホストにログインするには、 ssh コマンドを使用します。

ssh host-name

___________________
シンタックスの説明

ホスト名または IPアドレス。 IPアドレスは A.B.C.Dの形式で指定し
ます。

host-name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ローカル管理（local-mgmt）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、SSHをサポートするホストにログインします。

このコマンドは、ローカル管理ポートのコマンドラインで使用できます。 connect local-mgmtコ
マンドを使用して、そのコマンドラインに接続します。

___________________
例 次の例は、ホストへの SSH接続を開く方法を示します。

switch-A # connect local-mgmt a
Cisco UCS 6100 Series Fabric Interconnect

TAC support: http://www.cisco.com/tac

Copyright (c) 2009, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

The copyrights to certain works contained herein are owned by
other third parties and are used and distributed under license.
Some parts of this software may be covered under the GNU Public
License or the GNU Lesser General Public License. A copy of
each such license is available at
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html and
http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html

switch-A(local-mgmt)# ssh 192.0.2.111
samdme@192.0.2.111's password:
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

connect local-mgmt
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tail-mgmt-log
管理ログファイルの最後の 10行を表示し、新しいエントリをモニタするには、ローカル管理コ
マンドモードで tail-mgmt-log コマンドを使用します。

tail-mgmt-log filebase

___________________
シンタックスの説明

管理ログファイルのライセンスファイルの基本名。

有効な基本名については、使用上のガイドラインを参

照してください。

filebase

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ローカル管理（local-mgmt）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、管理ログファイルの最後の 10行を表示し、新しいエントリをモニタ

します。

このコマンドでは filebase 引数を使用して、/var/sysmgr/sam_logs/filebase.logの管理ログファイ
ルにアクセスし、このログファイルの最新の 10行を表示します。保存された行が表示された後
も、コマンドは開いたままで、Ctrl+Cキーを押すまで、新しい行が表示されます。

次のリストに、 filebase 引数の有効な値を示します。

• httpd

• svc_sam_bladeAG

• svc_sam_cliD

• svc_sam_controller

• svc_sam_dcosAG

• svc_sam_dme

• svc_sam_extvmmAG

• svc_sam_hostagentAG
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• svc_sam_nicAG

• svc_sam_pamProxy

• svc_sam_portAG

このコマンドは、ローカル管理ポートのコマンドラインで使用できます。 connect local-mgmtコ
マンドを使用して、そのコマンドラインに接続します。

___________________
例 次の例は、管理ログファイルの最新エントリをモニタする方法を示します。

switch-A# connect local-mgmt a
Cisco UCS 6100 Series Fabric Interconnect

TAC support: http://www.cisco.com/tac

Copyright (c) 2009, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

The copyrights to certain works contained herein are owned by
other third parties and are used and distributed under license.
Some parts of this software may be covered under the GNU Public
License or the GNU Lesser General Public License. A copy of
each such license is available at
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html and
http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html

switch-A(local-mgmt)# tail-mgmt-log svc_sam_cliD
[INFO][0xaddbbbb0][Jan 6 13:36:56.216][sam_cliD:newSessionCb] received a vsh session
announce message for terminal: /dev/pts/0(11908)
[INFO][0xae13bbb0][Jan 6 14:48:28.072][sam_cliD:auditSessions] audit: removing terminal
9512
[INFO][0xae13bbb0][Jan 6 14:48:28.073][sam_cliD:auditSessions] audit: removing terminal
11908
[INFO][0xaddbbbb0][Jan 6 16:34:14.019][sam_cliD:newSessionCb] received a vsh session
announce message for terminal: /dev/pts/1(23013)
[INFO][0xae13bbb0][Jan 6 17:01:28.100][sam_cliD:auditSessions] audit: removing terminal
23013
[INFO][0xaddbbbb0][Jan 12 16:07:28.315][sam_cliD:newSessionCb] received a vsh session
announce message for terminal: /dev/pts/2(8612)
[INFO][0xaddbbbb0][Jan 12 16:09:45.404][sam_cliD:newSessionCb] received a vsh session
announce message for terminal: /dev/pts/3(8794)
[INFO][0xae13bbb0][Jan 12 16:09:58.073][sam_cliD:auditSessions] audit: removing terminal
8612
[INFO][0xae13bbb0][Jan 12 16:17:58.072][sam_cliD:auditSessions] audit: removing terminal
8794
[INFO][0xaddbbbb0][Jan 13 09:41:08.052][sam_cliD:newSessionCb] received a vsh session
announce message for terminal: /dev/pts/4(8618)
Ctrl-C
switch-A(local-mgmt)#

___________________
関連コマンド 説明コマンド

connect local-mgmt
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telnet
Telnetをサポートするホストにログインするには、ローカル管理コマンドモードで telnet コマン
ドを使用します。

telnet host-name [ port-num ]

___________________
シンタックスの説明

ホスト名または IPアドレス。 IPアドレスは A.B.C.Dの形式で指定
します。

host-name

（任意）TCPポート番号。デフォルトは 23です。port-num

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ローカル管理（local-mgmt）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、Telnetをサポートするホストにログインします。

このコマンドは、ローカル管理ポートのコマンドラインで使用できます。 connect local-mgmtコ
マンドを使用して、そのコマンドラインに接続します。

___________________
例 次の例は、ホストへの Telnet接続を開く方法を示します。

switch-A # connect local-mgmt a
Cisco UCS 6100 Series Fabric Interconnect

TAC support: http://www.cisco.com/tac

Copyright (c) 2009, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

The copyrights to certain works contained herein are owned by
other third parties and are used and distributed under license.
Some parts of this software may be covered under the GNU Public
License or the GNU Lesser General Public License. A copy of
each such license is available at
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html and
http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html

switch-A(local-mgmt)# telnet 10.193.66.111
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Trying 10.20.30.111...
Connected to 10.20.30.111.
Escape character is '^]'.

SanJose login:

___________________
関連コマンド 説明コマンド

connect local-mgmt
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terminal length
ターミナルウィンドウに表示される行数を設定するには、 terminal length コマンドを使用しま
す。

terminal length lines

___________________
シンタックスの説明

ターミナルウィンドウに表示される行数を指定します。lines

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 任意のコマンドモード

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、ターミナルウィンドウに表示される行数を設定します。 linesの範囲は

0～ 511行です。一時停止を回避するには、0を入力します。

___________________
例 次の例では、ターミナルの長さを 12行に設定する方法を示します。

switch-A# terminal length 12
switch-A *# commit-buffer
switch-A #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

terminal width
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terminal monitor
ターミナルウィンドウでの syslogメッセージの表示をイネーブルにするには、 terminal monitor
コマンドを使用します。

terminal [no] monitor

___________________
シンタックスの説明

ターミナルウィンドウでの syslogメッセージの表示をディセーブルにします。no

___________________
コマンドデフォルト ディセーブル

___________________
コマンドモード 任意のコマンドモード

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、ターミナルウィンドウで syslogメッセージを表示します。ターミナル

ウィンドウで syslogメッセージが表示されないようにするには、terminal no monitorコマンドを
入力します。

___________________
例 次の例は、ターミナルウィンドウでの syslogメッセージの表示をイネーブルにする方法を示しま

す。

switch-A# terminal monitor
switch-A *# commit-buffer
switch-A #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

set syslog monitor
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terminal session-timeout
ターミナルウィンドウセッションの非アクティブタイムアウトを設定するには、 terminal
session-timeout コマンドを使用します。

terminal session-timeout minutes

___________________
シンタックスの説明

ターミナルセッションを切断する前に非アクティブになる時間を分単位

で指定します。

minutes

___________________
コマンドデフォルト ディセーブル

___________________
コマンドモード 任意のコマンドモード

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、ターミナルウィンドウセッションの非アクティブタイムアウトを設

定します。 minutesの範囲は 0～ 525600分です。非アクティブのためにセッションが切断される
のを防ぐには、0分と入力します。

___________________
例 次の例で、ターミナルウィンドウセッションの 60分の無活動タイムアウトを設定する方法を示

します。

switch-A# terminal session-timeout 60
switch-A *# commit-buffer
switch-A #
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terminal width
ターミナルウィンドウに表示される 1行あたりの文字数を設定するには、 terminal width コマン
ドを使用します。

terminal width characters

___________________
シンタックスの説明

ターミナルウィンドウに表示される 1行あたりの文字数を指定しま
す。

characters

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 任意のコマンドモード

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、ターミナルウィンドウに表示される 1行あたりの文字数を設定しま

す。 charactersの範囲は 24～ 511文字です。

___________________
例 次の例は、ターミナルディスプレイの幅を 1行あたり 40文字に設定する方法を示します。

switch-A# terminal width 40
switch-A *# commit-buffer
switch-A #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

terminal length
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top
任意のモードでルートを入力するには、 top コマンドを使用します。

top

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 任意のコマンドモード

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例は、任意のモードでルートを入力する方法を示します。

switch /system/services # top
switch#
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traceroute
ネットワークホストへのルートを表示するには、ローカル管理コマンドモードで traceroute コ
マンドを使用します。

traceroute host-name [source source ]

___________________
シンタックスの説明

宛先ネットワークホストのホスト名または IPアドレス。host-name

（任意）発信プローブパケット内のソースアドレスとして使用され

る IPアドレスを指定します。
source source

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ローカル管理（local-mgmt）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、ネットワークホストへの IPパケットのルートを追跡します。

プローブパケットの送信元アドレスを強制的に送信ホストの別の IPアドレスにするには、省略可
能な source キーワードを使用します。

このコマンドは、ローカル管理ポートのコマンドラインで使用できます。 connect local-mgmtコ
マンドを使用して、そのコマンドラインに接続します。

___________________
例 次の例は、ネットワークホストへのルートを追跡する方法を示します。

switch-A # connect local-mgmt a
Cisco UCS 6100 Series Fabric Interconnect

TAC support: http://www.cisco.com/tac

Copyright (c) 2009, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

The copyrights to certain works contained herein are owned by
other third parties and are used and distributed under license.
Some parts of this software may be covered under the GNU Public
License or the GNU Lesser General Public License. A copy of
each such license is available at
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html and
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http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html

switch-A(local-mgmt)# traceroute 64.102.255.44

traceroute to 64.102.255.44 (64.102.255.44), 30 hops max, 38 byte packets
1 10.19.64.1 (10.19.64.1) 2.243 ms 3.317 ms 4.054 ms
2 10.19.15.1 (10.19.15.1) 4.003 ms 3.823 ms 4.042 ms
3 172.28.177.129 (172.28.177.129) 4.022 ms 3.824 ms 4.051 ms
4 172.16.152.13 (172.16.152.13) 4.023 ms 3.815 ms 4.063 ms
5 192.168.241.162 (192.168.241.162) 4.026 ms 3.839 ms 4.075 ms
6 192.168.241.254 (192.168.241.254) 3.969 ms 3.801 ms 4.043 ms
7 10.112.4.157 (10.112.4.157) 4.007 ms 3.846 ms 4.044 ms
8 10.112.4.162 (10.112.4.162) 77.778 ms 77.646 ms 77.852 ms
9 10.112.4.110 (10.112.4.110) 77.851 ms 77.612 ms 77.848 ms
10 192.0.2.158 (192.0.2.158) 77.908 ms 77.553 ms 77.810 ms
11 64.102.241.134 (64.102.241.134) 77.851 ms 77.583 ms 77.807 ms
12 64.102.244.14 (64.102.244.14) 77.854 ms 77.534 ms 77.838 ms
13 64.102.255.44 (64.102.255.44) 77.874 ms 77.590 ms 77.800 ms

switch-A(local-mgmt)#

___________________
関連コマンド 説明コマンド

connect local-mgmt
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up
1つ上位のモードに移動するには、 up コマンドを使用します。

up

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 任意のコマンドモード

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例は、1つ上位のモードに移動する方法を示します。

switch-A /org/service-profile # up
switch-A /org #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

top
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update catalog
機能カタログを更新して適用するには、update catalogコマンドを使用します。

update catalog url

___________________
シンタックスの説明

機能カタログ更新ファイルの URLを指定します。url

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 機能（/system/capability）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.3(1)

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用して、機能カタログの更新を実行します。機能カタログ更新ファイルのプロ

トコル、ユーザ、パスワード、リモートホスト名、およびリモートパスが含まれる URLを指定
します。 URLは次のプロトコルのいずれかを使用して指定できます。

• FTP：ftp://hostname/path

• SCP：scp://username@hostname/path

• SFTP：sftp://username@hostname/path

• TFTP：tftp://hostname:port-num/path

リモートホストでユーザ名とパスワードが要求される場合、FTPの ftp://user:password@
hostname/pathのように特定のプロトコルに URL形式を使用します。

ユーザ名がパスワードなしで指定された場合、パスワードが要求されます。

___________________
例 次の例は、SCPを使用する機能カタログの更新および適用方法を示します。

UCS-A# scope system
UCS-A /system # scope capability
UCS-A /system/capability # update catalog
scp://user1@192.0.2.111/catalogs/ucs-catalog.1.0.0.4.bin
Password:

UCS-A /system/capability #

   Cisco UCS Manager CLI コマンドリファレンスリリース 1.3(1)
1038 OL-22880-03-J  

コマンド

update catalog



___________________
関連コマンド 説明コマンド

scope cat-updater
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update firmware
ファームウェアを更新するには、 update firmware コマンドを使用します。

update firmware version activate[force] set-startup

___________________
シンタックスの説明

バージョン番号。version

（任意）ファームウェアのアクティベーションを指定します。activate

（任意）ファームウェア更新の強制を指定します。force

（任意）起動時のファームウェア更新の設定を指定します。set-startup

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード モジュールの入出力（/chassis/iom）

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例は、ファームウェアを更新する方法を示します。

switch-A# scope chassis 1
switch-A /chassis # scope iom 2
switch-A# /chassis/iom # update firmware 1.0(0.988)
switch-A# /chassis/iom* # activate firmware 1.0(0.988)

switch-A# /chassis/iom* # commit-buffer
switch-A# /chassis/iom #

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show firmware

show image
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where
現在の CLIを判断するには、 where コマンドを使用します。

where

このコマンドには引数やキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 任意のコマンドモード

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが導入されました。1.0(1)

___________________
例 次の例は、現在の CLIを判断する方法を示します。

switch-A /org/service-profile # where
Mode: /org/service-profile
Mode Data:

scope org
enter org org10
enter service-profile sp10 instance

switch-A /org/service-profile #
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